
 

【日 時】
【会 場】
      

【参加費】
【懇親会】
【申込先】
     
【主 催】

【後 援】
【次回講演会予定】
11 月
11 月

------
 

時】 令和元年
場】 ⽂京区⺠センター

        東京都文京区本郷
交通：都営三⽥線・⼤江⼾線「春日駅」

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」
【参加費】 事前申込：
【懇親会】 21 時〜
【申込先】 10 月 19

     ★当日は混雑が予想される為
催】  千⽥会

援】 琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会
【次回講演会予定】

月 17 日(日)夜間
月 23 日(土)夜間

---------------------------------------------------

我那覇真子
お名前

年 10 月 20
⽂京区⺠センター2

東京都文京区本郷
交通：都営三⽥線・⼤江⼾線「春日駅」

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」
事前申込：2000 円

時〜23 時頃まで講師参加、
19 日 21 時迄にメール又は

★当日は混雑が予想される為
千⽥会 https://www.facebook.com/masahiro.senda.50

https://twitter.com/Masahiro_Senda
FAX 0866

琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会
【次回講演会予定】11 月 16 日

夜間 評論家 
夜間 元産経新聞ロサンゼルス⽀局⻑

--------------------------------------

我那覇真子先生講演
お名前      

20 日（日）18
2F 2-Ａ会議室（⽂京シビックセンター向かい側

東京都文京区本郷 4-15-14  Tel:03
交通：都営三⽥線・⼤江⼾線「春日駅」

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」
円、当日申込：

まで講師参加、参加費：事前申込
時迄にメール又は

★当日は混雑が予想される為 事前申込の無い方の入場は講演
https://www.facebook.com/masahiro.senda.50
https://twitter.com/Masahiro_Senda

6-92-3551 
琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会

日(土)午後 産経新聞ワシントン駐在客員特派員
 ⻩文雄先⽣講演「中国敗戦

元産経新聞ロサンゼルス⽀局⻑
--------------------------------------

先生講演「メディアが報じない沖縄
                

メールアドレス
□講演会     

琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会
 
1989
学で米国オハイオ州・カリフォルニア州へ
科学部入学、在学中、⾼円宮杯全日本中学校英語弁論⼤会を主
催する
早稲⽥⼤学卒業
演説に対するカウンタースピーチを⾏い国連による日本政府への沖縄県
⺠先住⺠族勧告を阻⽌する
現在は
員、日本文化チャンネル桜沖縄⽀局
動を展開。
 
インターネットテレビチャンネル桜
曜)、「沖縄の声」
月曜)「あなたを癒す応⽤⼼理ラジオセミナー」
著書は

18 時半〜20
Ａ会議室（⽂京シビックセンター向かい側

14  Tel:03-
交通：都営三⽥線・⼤江⼾線「春日駅」A2 出口から徒歩

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」
、当日申込：2500 円、

参加費：事前申込
時迄にメール又は FAX にて下記

事前申込の無い方の入場は講演
https://www.facebook.com/masahiro.senda.50
https://twitter.com/Masahiro_Senda

 E-mail：morale_meeting@yahoo.co.jp
琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会、

産経新聞ワシントン駐在客員特派員
⻩文雄先⽣講演「中国敗戦

元産経新聞ロサンゼルス⽀局⻑ ⾼⼭正之先⽣独演会「⾼⼭正之の変⾒⾃在」
-------------------------------------- (

メディアが報じない沖縄
               

メールアドレス 
     □懇親会

我
が

琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会

1989 年(平成元年
学で米国オハイオ州・カリフォルニア州へ
科学部入学、在学中、⾼円宮杯全日本中学校英語弁論⼤会を主
催する JNSA(日本学⽣協会基⾦
早稲⽥⼤学卒業
演説に対するカウンタースピーチを⾏い国連による日本政府への沖縄県
⺠先住⺠族勧告を阻⽌する
現在は琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会

日本文化チャンネル桜沖縄⽀局
動を展開。 

インターネットテレビチャンネル桜
「沖縄の声」
「あなたを癒す応⽤⼼理ラジオセミナー」

は「日本を守る沖縄の戦い」アイバス出版など

20 時半（開場：
Ａ会議室（⽂京シビックセンター向かい側

-3814-6731
出口から徒歩

東京メトロ丸の内線・南北線「後楽園駅」5 番出口から徒歩
、事前申込の

参加費：事前申込 3500
下記千⽥会宛て

事前申込の無い方の入場は講演
https://www.facebook.com/masahiro.senda.50
https://twitter.com/Masahiro_Senda 

morale_meeting@yahoo.co.jp
、一般社団法人

産経新聞ワシントン駐在客員特派員
⻩文雄先⽣講演「中国敗戦 米中新冷戦の真実と結末」

⾼⼭正之先⽣独演会「⾼⼭正之の変⾒⾃在」
(切  取  線)

メディアが報じない沖縄〜⽔⾯下で進む琉球独⽴⼯作
          

                                     
□懇親会     （参加は□にチェックを）

我那覇
な は

琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会

平成元年)沖縄県名護市⽣まれ
学で米国オハイオ州・カリフォルニア州へ
科学部入学、在学中、⾼円宮杯全日本中学校英語弁論⼤会を主

日本学⽣協会基⾦
早稲⽥⼤学卒業後、2015 年、
演説に対するカウンタースピーチを⾏い国連による日本政府への沖縄県
⺠先住⺠族勧告を阻⽌する。

新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会
日本文化チャンネル桜沖縄⽀局

インターネットテレビチャンネル桜
(毎週火曜)

「あなたを癒す応⽤⼼理ラジオセミナー」
「日本を守る沖縄の戦い」アイバス出版など

（開場：18 時）
Ａ会議室（⽂京シビックセンター向かい側）

6731 
出口から徒歩 10 秒 

番出口から徒歩 3 分
事前申込の⼤学⽣：1000

3500 円、当日申込
宛てに(懇親会は

事前申込の無い方の入場は講演 10 分前とさせて頂きます★
https://www.facebook.com/masahiro.senda.50 

morale_meeting@yahoo.co.jp
一般社団法人 新しい歴史教科書をつくる会

産経新聞ワシントン駐在客員特派員 古森義久先⽣講演
米中新冷戦の真実と結末」

⾼⼭正之先⽣独演会「⾼⼭正之の変⾒⾃在」
)------ --------

⽔⾯下で進む琉球独⽴⼯作
     ＦＡＸ       

                                    
（参加は□にチェックを）

那覇
な は

 真子
ま さ こ

琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会

沖縄県名護市⽣まれ
学で米国オハイオ州・カリフォルニア州へ。2008
科学部入学、在学中、⾼円宮杯全日本中学校英語弁論⼤会を主

日本学⽣協会基⾦)の運営委員
年、国連人権理事会にて翁⻑雄志知事

演説に対するカウンタースピーチを⾏い国連による日本政府への沖縄県
。 

新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会
日本文化チャンネル桜沖縄⽀局 キャスター

インターネットテレビチャンネル桜『我那覇真子の「おおきなわ」
)、ラジオ番組

「あなたを癒す応⽤⼼理ラジオセミナー」
「日本を守る沖縄の戦い」アイバス出版など

） 
） 

分 
1000 円、⾼校⽣以下無料

当日申込 4000 円
懇親会は 10 月 18

分前とさせて頂きます★

morale_meeting@yahoo.co.jp 
新しい歴史教科書をつくる会

古森義久先⽣講演
米中新冷戦の真実と結末」 

⾼⼭正之先⽣独演会「⾼⼭正之の変⾒⾃在」
--------------------------------------------

⽔⾯下で進む琉球独⽴⼯作
      （

                                    
（参加は□にチェックを） 

真子
ま さ こ

 
琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会

沖縄県名護市⽣まれ。2005
2008 年、早稲⽥⼤学人間

科学部入学、在学中、⾼円宮杯全日本中学校英語弁論⼤会を主
の運営委員を務める。

国連人権理事会にて翁⻑雄志知事
演説に対するカウンタースピーチを⾏い国連による日本政府への沖縄県

新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会
キャスター。日本全国で講演活

我那覇真子の「おおきなわ」
ラジオ番組「沖縄防衛情報局」

「あなたを癒す応⽤⼼理ラジオセミナー」(毎週水
「日本を守る沖縄の戦い」アイバス出版など。 

円、⾼校⽣以下無料
円 
18 日 21 時迄

分前とさせて頂きます★ 

新しい歴史教科書をつくる会 岡⼭県⽀部
古森義久先⽣講演 

⾼⼭正之先⽣独演会「⾼⼭正之の変⾒⾃在」 

-------------------------------------

⽔⾯下で進む琉球独⽴⼯作」 申込書
（      ）

                                    
 

 先生 
琉球新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会 代表運営委員

2005 年、⾼校交換留
早稲⽥⼤学人間

科学部入学、在学中、⾼円宮杯全日本中学校英語弁論⼤会を主
を務める。 

国連人権理事会にて翁⻑雄志知事
演説に対するカウンタースピーチを⾏い国連による日本政府への沖縄県

新報、沖縄タイムスを正す県⺠・国⺠の会 代表運営委
日本全国で講演活

我那覇真子の「おおきなわ」』(毎週⾦
「沖縄防衛情報局」(

毎週水曜)に出演
 

円、⾼校⽣以下無料 

時迄) 

岡⼭県⽀部 

-------------------------------------

申込書 
）       

                                     

 

代表運営委員 

⾼校交換留
早稲⽥⼤学人間

科学部入学、在学中、⾼円宮杯全日本中学校英語弁論⼤会を主

国連人権理事会にて翁⻑雄志知事
演説に対するカウンタースピーチを⾏い国連による日本政府への沖縄県

代表運営委
日本全国で講演活

毎週⾦
(毎週

に出演中。 

------------------------------------- 

 
 


