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発行 ｢辺野古埋め立て土砂搬出反対｣北九州連絡協議会 
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会報に【連続エッセイ】を書いていただいている浦島悦子さんが、絵本を出版されまし

た。2 ページにも、絵本『ジュゴンの帰る海』出版に寄せて…を掲載しています。 

関連の記事を掲載しています。 
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絵本『ジュゴンの帰る海』出版に寄せて  浦島悦子  
 

(冊子「けーし風」に書かれたものを、一部転載させていただきました) 
 

今年 5 月 28 日の共同通信は、「沖縄県

名護市辺野古の米軍基地建設で環境対策

を助言する防衛省有識者会議の一部の委

員らが、沖縄のジュゴンが『2019年に絶

滅した』と記した論文を英科学誌に投稿

したことが 27 日、分かった」と報じた。 

この有識者会議とは、防衛省沖縄防衛

局が設置した「環境保全策の科学的助言

をする」ための「環境監視等委員会」で

ある。名称とは裏腹に、辺野古新基地建

設の推進にお墨付きを与えるだけの御用

機関であることはつとに知られているが、

「一部の委員」（茅根創・東大教授ら 3人）

とはいえ、ここまで実態を無視した非科

学的な見解を堂々と出せるものかと開い

た口がふさがらなかった。 

当然、環境市民団体は猛反発。基地問

題には及び腰の環境省もさすがに、自分

たちの調査結果とあまりにもかけ離れた

この見解には異を唱えた。この委員らの

「学者・研究者」とは言い難い非科学性

と、ジュゴンを「なきもの」として基地

建設推進をめざす意図（？）が裏目に出

て「どっこい、ジュゴンは生きている」

ことをかえって知らしめることになった

のは、かえってよかったのかもしれない。 

 

そんな折、私は『ジュゴンの帰る海』

という絵本を出版した。作画は、私の居

住する名護市東海岸でイラストレーター

として活躍する「なかちしずか」さんで

ある。地元で生まれ育ったが、ジュゴン

のことはほとんど知らなかった彼女が、

生態を含め一生懸命勉強して描いてくれ

たジュゴンは生き生きと躍動している。 

最初に作ったのは数年前、『マカトとザ

ン』と題する紙芝居だった。「マカト」は

戦前の沖縄の女性の名前、「ザン」は沖縄

島におけるジュゴンの一般的な名称であ

る。戦前～戦後を生きるマカトという一

人の女性とジュゴンとの触れ合いを通し

て、子どもたちに地域の歴史や、自然と

平和の大切さを知ってほしいと思って作

成し、学校などで読み聞かせを行ってき

た。 

かつては琉球諸島沿岸域に普通にいた

当会の会報に、第 1 号から｢連続エッセイ｣を書いていただいて

いる浦島悦子さんが、絵本を出版されました。 

いつもお世話になりっぱなしの当会としては、｢せめてこんな時

くらい、お役に立ちたい」また、｢あらためて、沖縄の思いを、み

なさんにお届けしたい｣と、会報で大きく紹介させていただきま

す。 

なお、この本には、作家の藤原新也さんから寄せられたコメント

も載っています。藤原さんは門司出身です。浦島さんの絵本に門司

出身の方が関わっていることは、うれしい驚きです。1冊 1,500

円(税込み 1650 円)。注文先は次ページに記載しています。 

連続エッセイの浦島悦子さんが 

絵本≪ジュゴンの帰る海≫出版 
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ジュゴンは、私たちの人間活動（捕獲、

戦争、沿岸開発、埋め立て、環境汚染な

ど）によって追い詰められ、数を減らし

てきた。辺野古・大浦湾から安部・嘉陽

にかけての海域は、絶滅に瀕した沖縄の

ジュゴンたちが命をつなぐ大切な餌場だ

が、日米両政府が沖縄県民の反対を押し

切って強行している米軍新基地建設工事

によって、さらなる危機に直面している。

そんな中、絵本にして広く目に触れる機

会を得たことは、とても嬉しい。 

 

物語の舞台は、私がかつて住んでいた

隣集落・安部をイメージしている。「オー

ル―島」は安部湾の地先にある「安部オ

ール―」と呼ばれる小島だ（2016年 12月、

オスプレイが墜落したのはオールー島の

対岸の湾内）。「オールー」はウチナーグ

チで「青色」。青は「グソー（後生、あの

世）」の色とされている（かつてここはお

墓の島だったと言われる）。外洋に面した

島の先端部は断崖で、その上の平坦な原

っぱは、丈の高い天然の芝生に覆われ、

島の先の海がジュゴンの通り道になって

いる。絵本は、幼いマカトがこの芝生の

上で昼寝をしている場面から始まる。 

物語の始まりは沖縄戦の１０年ほど前。

マカトの両親は当時、日本の統治領であ

ったパラオに出稼ぎに行っている。これ

は、安部の隣集落の嘉陽から戦前、多く

の人々がパラオに出稼ぎに行っていた史

実を基にした。パラオにもジュゴンが棲

息していることや、パラオから台湾への

疎開船が爆撃された話は、パラオ帰りの

嘉陽の方々から聞いたものだ。 

沖縄戦時や戦後の状況は、私が「名護

市史」調査員として地域で聞き取りした

ものに基づいており、ジュゴンの餌場や

生態等に関するものは、「北限のジュゴン

調査チーム・ザン」のメンバーとしての

活動を基にしている。絵本の最後を、「基

地建設が止まった」という朗報で結べな

かったのは残念だが、ここでも「どっこ

い、生きている」ジュゴンたちに助けら

れた。以下は絵本の「あとがき」に書い

たものである。 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

2019 年 3 月、沖縄島北部・古宇利島周辺を主な住処としていた雌のジュゴンが死骸で発

見され、沖縄の人たちに大きなショックを与えました。また、この物語の舞台である名護市東海

岸に暮らしていたジュゴンたちは、辺野古新基地建設のための工事が進むにつれて姿を見せ

なくなりました。しかし一方で、これまで知られていなかった石垣島や宮古島、また沖縄各地の

小さな島々の周辺でジュゴンの目撃情報が増えています。「野生の力」はまだまだ健全なので

す。 

ジュゴンと人々との関係の歴史は長く、その中でジュゴンたちは自然からのさまざまな「こ

とづて」を運んできてくれました。私たちが「野生の力」を信じ、やるべきこと、やってはいけな

いことを守っていけば、この地にジュゴンたちが戻ってくる日も遠くはないでしょう。地球の自

然生態系の一員であることを忘れてしまった人間への警告と言うべき新型コロナ禍のその先

に、ジュゴンとともに生きられる世界をめざして。             (浦島悦子) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵本≪ジュゴンの帰る海≫の申し込みは下記まで 

申し込み先…ハモニカブックス (1500円+消費税=1650円) 

 fax：03-5291-7760 

         メール：hamonicahamonica@gmail.com 

Amazon、楽天ブックス(両社とも送料無料)、最寄りの書店でも。 

 

mailto:hamonicahamonica@gmail.com
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デニー知事の｢不承認｣を支えよう 

北九州でブルーアクション 
知事の回答はまだだけど…街頭宣伝しちゃいました 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■2月からず～っと待っていました 

みなさんもご存じのように、今から 3

年前、辺野古新基地建設現場の大浦湾の

広い範囲に、マヨネーズの様な軟弱地盤

が見つかりました。辺野古新基地建設の

施工主である沖縄防衛局は、軟弱地盤に

対応すべく、昨年 4 月、工事の変更申請

を沖縄県知事に提出しました。 

今年 2 月の世話人会のレジュメを読む

と、「知事の判断は２月下旬～５月下旬頃

と報道されている」「土砂全協の首都圏の

仲間から、不承認の発表があったら、辺

野古・大浦湾の海を象徴するブルー色の

ものを身につけ、ブルーアクションとし

て街頭宣伝などをしようと、呼び掛けら

れている」等の記述があります。 

また、5月の土砂全協の総会でも『デニ

ー知事を支えるため｢なぜ知事が不承認

としたのか｣その理由を広くしらせる運

動を取り組む』ことを確認しました。 

 

■新聞報道で｢回答は 8月中旬｣と 

そして、最近「知事の回答は 8 月中旬

で、不承認の回答を出すようだ」との新

聞報道がありました。当会では、8月まで

待てないので、青いものを身に着けて 7

月の街頭宣伝を行いました。 

 

※コロナ感染者が急増する中で、8 月の

街頭宣伝がどうなるか不明ですが、も

し街頭宣伝ができない場合は、知恵を

絞りたいと思っています。 

※当会では、緊急事態宣言の期間中は街

頭宣伝を行わないことを、以前決めて

いますまままままままままままままま

ままままままままままままままままま

7 月 31 日の小倉駅前での街頭宣伝の様子。目立たないけど、みんな青いものを身に着けて参加しています。 
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数年来の念願がかなって出版した絵本

『ジュゴンの帰る海』を今号で大きく紹

介していただき、とても感謝している。

文と絵がぴったりマッチしていると自画

自賛(作画は私ではないけれど)している

が、その絵を描いてくれたなかちしずか

さんは、私の住む二見以北地域（十区）

の一つ、大川生まれ・在住のイラストレ

ーターで、2人の小学生のお母さんだ。彼

女とのご縁にちなみ、今回は大川の話を

お届けしたい。 

 

大川は、大浦湾に注ぐ大浦川の上流に

位置し、私の住む三原と同様、かつての

士族たちが移住してできたヤードゥイ

(屋取)集落だ。もともとは、大浦川の河

口にある大浦ムラ（集落）の範囲だった

が、入植者が増加したため、二見（大浦

の海沿いの隣集落）とともに昭和初期

（1930年前後）に分字（あざ）、独立した。

三原が隣の汀間ムラから分字して少しあ

とくらいだと思われる。 

大浦川の上流と言っても、山と海の距

離の近いヤンバルのこと、大浦集落から

川沿いに車で５分もかからないのだが、

20 年余り前、初めて大川を訪ねたとき、

緑深い山襞を潤す流れに沿って人家が点

在するたたずまいが、まるで山奥の秘境

のようで、何とも言えない懐かしさを感

じたのを覚えている。ここも当時よりさ

らに人口が減り、過疎化に悩んでいるが、

私が名護市史編纂の調査で訪れた頃は、

元気なおじぃたちが大勢いて、川や山を

あちこち案内してくださった。 

大浦川は大川付近で二つに分かれ（と

いうより、別々の山からの二つの流れが

ここで合流している、と言うべきだろう

か）、その一つに沿った小道を、おじぃた

ちと一緒に上流に向けてたどっていくと、

清らかな流れが止まり淵になっている場

所があった。うっそうと茂る木々で薄暗

く、水深もかなりあるようだ。ここには

心中した男女の怨念がまだ残っており、

「気を付けないと引っ張り込まれてしま

うよ」と脅された。 

時はまだ琉球王国時代。何らかの勤め

でやって来た首里王府の若い役人が、こ

の地域の女性と恋仲になり、将来を誓っ

たものの身分の違いから添い遂げること

ができず、ここで入水心中したのだとい

う。どこまでが事実かはわからないが、

伝説となって語り継がれているからには、

それ相応のことはあったのだろう。 

周辺の山中には、かつて藍を栽培し染

料を製造した藍壺の跡がかなり残ってい

ると聞いたが、調査まではできなかった。 

 

もう一つの流れの方は、現在名護市議

会議員を務めている東恩納琢磨さんと一

緒に、その周囲の山の道なき道をかき分

けつつ歩いたことがある。ふいに視界が

開け、まだ完全に近い形を残す炭焼き窯

群と、炭焼きの時に寝泊まりしたであろ

う家々の跡が現れたときは、2 人で大興

奮したものだ。それも 1 か所だけではな

かった。「基地に頼らない地域づくり」に

向けた機運が盛り上がっていた当時、「こ

れも活かせる！」と、わくわくしたのを

思い出す。 

結局活かせずじまいだったあれは、ま

だあのままあるのだろうか…。私も年取

り、足腰の不調で山歩きできなくなった

が、人の営みを包み込んで山が変わらず

あることに安堵する。（うらしまえつこ） 

浦島悦子の連続エッセイ ≪南の島から≫ №21 
 

人の営みを包み込む山…大川集落  
ヘリ基地いらない二見以北十区の会共同代表／フリーライター 
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≪総会プログラム≫ 
 
【1 部】動画・全体で 30 分を予定  

・司会、進行(1・2部とも)…八記久美子 

・開会挨拶…三輪幸子(共同代表) 

・動画・遺骨収集ボランティア「ガマフャー」具志堅隆松さんの訴え 
 
(休憩)10分 
 
【2 部】総会・80 分を予定 

・辺野古新基地をめぐるこの一年の情勢(藤堂均・10分) 

・今年度の活動報告(宗吉信・10分) 

・会計報告(大野保徳・5分) 、監査報告(後藤尚子・1分) 

・新しい一年に向けてと規約改正(南川健一・15分) 

・新しい役員の提案と紹介(松本秀樹・4分) 

・みんなで話そう 

・拍手で承認 

・新役員の一言挨拶と閉会の言葉(5分)             

   

 
 

 

 

 

 

｢辺野古埋め立て土砂搬出反対｣北九州連絡協議会 

第 7回定期総会議案 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 8 月 21 日(土)14 時～16 時 
 

男女参画共同センター「ムーブ」大セミナールーム 
 

総会には 

この議案書を 

ご持参下さい 

 

≪緊急事態宣言下となった場合､書面総会に切り替えます≫ 
8 月 21 日(土)が緊急事態宣言下となった場合は、会場が使えなくなります。

その場合は書面総会に切り替えますので、同封のハガキでご意見をお寄せ下さ

い。また、会場開催でも当日参加できない方は葉書をご活用ください。 

なお、葉書には切手を貼っていませんので、大変申し訳ありませんが、各自

で 63 円切手を貼って、8 月 16 日(月)までにご投函下さい。よろしくお願い

します。 

 

議案書は 2021 年 7 月 31 日現在で作成しています 

よろしく 

お願いします 
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≪1≫ 工事関係について 

①設計概要変更申請…昨年４月、沖縄防衛局は軟弱地盤対策と埋立用土砂の採取先変更

にともなう設計概要変更申請を沖縄県に提出しました。これにより、埋立用土砂につ

いては門司や山口県からの搬出はなくなりましたが、あろうことか戦死者の遺骨が混

じる本島南部の土砂を使用しようとしています。これに反対し、長年ボランティアで

遺骨収集をしてきた具志堅隆松さんが、２度にわたりハンガーストライキを行いまし

た。宗教者らは宗派を超えて共同声明を発するとともに、声明に対する賛同を広く呼

びかけました。沖縄県にとどまらず、奈良県議会をはじめ各地の議会で反対の決議が

なされています。沖縄防衛局が提出した設計概要変更申請についての意見書は、前回

の６倍近い19,970件にのぼり、そのほとんどが、「沖縄県知事は承認しないように」

というものでした。 なお玉城知事は8月中旬に不承認とする方向で調整していること

が、7月28日報道されています。 

②違法な土砂採取…琉球セメントが森林法に違反して採掘した本部(もとぶ)町の土 

砂を、辺野古の海に投入していることも明らかになりました。  

③進捗状況…埋立工事の進捗状況は４月の時点で 5.9％です。 

 

≪2≫自然保護について 

①サンゴ…防衛省沖縄防衛局が移植した絶滅危惧種のオキナワハマサンゴは、移植した

９群体のうち、過半数の５群体が死滅したことが明らかになりました。 

沖縄防衛局のサンゴ特別採捕許可申請を巡り、農相が県に許可するよう是正指示し

たのは違法として、県が取り消しを求めた訴訟で、７月６日最高裁第３小法廷は県の

上告を棄却しましたが、５人の裁判官のうち２人が県の主張を認めて反対意見を付け

ました。判決を受け玉城知事はやむなく、高水温時の移植を避けるなどの条件付きで

許可しましたが、防衛局は県に対し事前連絡もなく７月下旬の熱暑下に採取を始めま

した。玉城知事は「水産資源保護法にも反する」と許可を撤回しました。 

②世界自然遺産…７月、「奄美大島、徳之島、沖縄本島及び西表島」が世界自然遺産へ

登録されましたが、自然遺産の指定地域のある山原(やんばる)地区には、広大な米軍

の北部訓練場が居座ったままです。今年度土砂全協総会での奄美からの報告は、自然

遺産指定地域のすぐそばにある自衛隊の弾薬庫施設から雨の日には赤土水が出てい

ることから、「世界自然遺産は防衛省と環境省の棲み分け・談合｣と断じていますが、

沖縄本島北部の実態も｢棲み分け・談合｣を裏付けています。 
 

≪3≫その他の状況 

①CSIS…20年 11月、米政府や議会へ影響力を有する戦略国際問題研究所(CSIS)が「辺

野古の普天間代替施設の計画は困難続きであり、完成することはないように思われ

る。」と報告書で指摘しました。 

②GAO…21年３月、米会計監査院(GAO)が｢地元の反対と環境分析によって大幅に遅れ

ている」、また専門家の指摘を引用する形で｢沖縄のような地域での反対の程度を考え

ると政治的に持続可能ではない｣と報告しました。 

③土地利用規制法の先取り…６月４日、沖縄県警はチョウ類研究者の宮城秋乃さん宅の

家宅捜索をしました。宮城さんはこれまで、北部訓練場返還跡地に放置された米軍廃

辺野古新基地をめぐるこの 1年の情勢  
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この 1年を振り返って 

棄物実態などを告発。基地との境界線内側に米軍の廃棄物を置いて抗議したことに対

するものです。これは、６月 16 日に可決した、基地や原発の周辺や国境の離島の土

地利用を規制する｢土地利用規制法｣の先取りともいえる不当な弾圧です。 

 

 

 

 

 

 

■活動日誌 

8月 23日(日)…第 6回定期総会(コロナ禍の為、書面総会) 

9月 01日(火)…世話人会(書面総会の集約会議)  zoom開催 

9月 08日(火)…会報発送作業 ４名 

9月 13日(日)…辺野古土砂搬出反対全国連絡協議会(土砂全協）総会 in高松  

北九州は zoom参加 ５名 

9月 19日(土)…日米地位協定学習会(講師：天久泰弁護士）以下｢天久学習会｣ 10名 

9月 25日(金)…小倉駅街頭宣伝 ６名 

10月 07日(水)…(午前)会報発送作業 5名 (午後)第 2回世話人会 

10月 08日(木)…土砂全協会報「つながる力」全国発送作業 

10月 17日(土)…天久学習会 ６名 

10月 24日(金)…小倉駅街頭宣伝 ９名 

10 月 28 日(火)…菅政権の日本学術会議人事介入に抗議し､任命拒否の撤回を求める抗

議声明送付 

11月 04日(水)…第 3回世話人会 zoom開催 

11月 07日(土)…徳永克子行橋市議学習会「米軍基地化がすすむ築城基地」参加 20名 

11月 11日(水)…会報発送作業 ５名 

11月 14日(土)…天久学習会 ６名 

11月 28日(土)…小倉駅街頭宣伝 ５名 

12月 02日(水)…第 4回世話人会 zoom開催 

12月 09日(水)…会報発送作業 ５名 

12月 12日(土)…天久学習会 ６名(zoom参加含む) 

12月 26日(土)…小倉駅街頭宣伝 ８名 

1月 06日(水)…第 5回世話人会  

1月 09日(土)…天久学習会 ５名(zoom参加含む) 

1月 13日(水)…会報発送作業 ４名 

1月 22日(土)…小倉駅街頭宣伝 ６名 

2月 03日(水)…第 6回世話人会 zoom開催 

2月 10日(水)…会報発送作業 ５名 

2月 13日(土)…天久学習会 ７名(zoom参加含む) 

2月 27日(土)…小倉駅街頭宣伝 8名 

3月 03日(水)…第 7会世話人会 zoom 

3月 10日(水)…会報発送作業 5名 

3月 27日(土)…小倉駅街頭宣伝 6名 

4月 07日(水)…第 8会世話人会  
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4月 10日(土)…｢宮城記者講演会｣八幡西生涯学習センター 参加 84人 

4月 14日(水)…会報発送作業 6名 

4月 24日(土)…小倉駅街頭宣伝 9名 

5月 01日(土)…メーデー 6名 署名と発言 

5月 05日(水)…第 9回世話人会  

5月 07日(金)…土砂全協会報「つながる力」全国発送作業 6名 

5月 08日(土)…西山太吉さんとの懇談会 ９名 

5月 19日(水)…会報発送作業 ６名 

5月 22日(土)…小倉駅街頭宣伝は緊急事態宣言中のため中止 

5月 30日(日)…土砂全協総会 in北九州 福岡県の緊急事態宣言のため各地をオンライ

ンで結んで開催 

6月 02日(水)…第 10回世話人会 zoom 

6月 12日(土)…会報発送作業 ７名 

6月 26日(土)…小倉駅街頭宣伝 8名 

6月 30日(水)…第 11回世話人会 zoom 

7月 14日(水)…会報発送作業 6名 

7月 16日(金)…議案検討会 5名 zoom 

7月 31日(土)…小倉駅街頭宣伝 11名 

 

■はじめに…この一年間、新型コロナ感染症への対応で、活動の制約を余儀なくされま

したが、世話人会を zoom で開催するなど、様々な工夫を重ねながら活動を続けてき

ました。以下、今年の活動を方針に照らしながら振り返ります。  

※太字は今年度の活動方針です 

 

≪1≫土砂全協の方針に基づいた活動を行います。  

昨年土砂全協が力を入れた、沖縄防衛局による｢設計概要変更申請に対する意見書運 

動｣を、当会も会報で取り上げるとともに、会員さんに葉書を届けるなどして、意見書

運動を広げる取り組みをおこないました。 

また、土砂全協の事務局次長を輩出・全協会報｢つながる力｣の発送作業・全国の署名

集約など、土砂全協を支える活動にも力を注いてきました。コロナでオンライン開催と

なった、昨年 9月の総会には役員が 5名、今年 5月の総会には、役員と会員の 8名が参

加をしました。 

 

≪2≫いっそうの市民・県民世論を広げましょう。 

小倉駅前街頭宣伝は、緊急事態宣言中の 5月は中止しましたが、それ以外は毎月取 

り組むことができました。コロナ禍のためビラの手渡しは控え、机の上に持ち帰り用の

会報を置き、プラカードをもってのスタンディング形式で取り組みました。また、門司

からの土砂搬出がなくなったため、横断幕やノボリ旗を新調しました。参加者数は 5～

9 人ですか、7 名がマイクを持つようになりました。毎回、カンパも寄せられ、一番多

い月は 6700 円ほどありました。横断幕を読みながら私たちの前を通り過ぎる人は毎月

一定数います。 

講演会・学習会・映画上映会も取り組みました。行橋市議の徳永さんを講師に迎えた

｢米軍基地化がすすむ築城基地｣、毎日新聞の宮城記者による｢新聞記者が見た地位協定

の現実｣、西山太吉さんとの懇談会など、様々な実態を学ぶことができました。また、
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当会顧問の天久泰弁護士を講師として取り組んだ、｢日米地位協定｣の連続学習会は、昨

年 7月から今年 2月まで、紙面・対面・zoomの併用で、テキストを最後まで学習しまし

た。 

 

≪3≫国（防衛省・環境省）・自治体・議員への働きかけを強めます。 

土砂全協は、防衛省・厚生労働省に対する政府交渉と院内集会を、4団体共催(総が

かり行動実行委員会・宗教者ネット・国会包囲実行委員会・土砂全協)で、4月に開催

しました。当会は zoomで参加しました。 

福岡県・北九州市への｢辺野古新基地建設中止の意見書採択｣を求める取り組みはで

きませんでした。北九州に対し｢日米地位協定の改定を求める意見書採択｣は、9月議

会に向けて、準備中です。 

 

≪4≫運動の推進のため、組織と財政を強化しましょう。 

当会では、様々な取り組みを通じて会員を増やすようにしていますが、コロナ禍で会

員を増やす機会があまりありませんでした。この 1 年の増減は、団体の退会が 4 団体。

個人会員の入会が 5人・退会が 26人で、当会の現在の会員数は、団体会員 27団体・個

人会員 271人となっています。 

また、会報｢辺野古土砂北九州｣は、毎月 450 部を発行しています。｢シリーズ日本の

基地｣・｢沖縄からのエッセイ連載｣・｢その時々の問題｣などを取り上げた、原稿を書い

ていただいた各地のみなさんにも、その後会報を送り、会員内外の方たちに、土砂全協

や当会の運動を広める役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横…門司からの土砂搬出がスト

ップしたので、横断幕やノボ

リ旗を新調しました。 

下右…8 ヶ月かかった｢日米地位

協定｣連続学習会の最後の日

に、講師の天久弁護士にお礼

の花束。 

下左…連続学習会の締めくくり

として開催した、講演会｢新

聞記者が見た日米地位協定

の現実｣では、たくさんの参

加者が。 
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会計・監査報告 
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新年度の活動方針 

規約の改正について 

 

 

 

■はじめに…コロナ禍のため、まだまだ人の集まる活動が思うようにできませんが、こ

のような中でも可能な活動を模索したいと思います。 

 

≪1≫土砂全協の方針に基づいた活動を行います 

①遺骨混じりの土砂…沖縄県南部の土砂を使わせない運動を、街頭宣伝・議会での意見

書採択・会報等で、引き続き取り上げていきます。 

②申請不承認の玉城沖縄県知事を支えよう…玉城知事は 8月中旬にも、防衛局の設計変

更申請に対して、｢不承認｣の判断を下す予定です。不承認にした理由を、多くの人々

に知らせる活動をおこないます。。 

③土砂全協の一員として…政府交渉なとの活動の他、土砂全協への事務局次長輩出・全

協会報｢つながる力｣の発送作業・全国の署名集約など、土砂全協を下支えする活動に

も力を注ぎます。 

 

≪2≫いっそうの市民・県民世論を広げましょう 

①毎月恒例の小倉駅前街頭宣伝では、｢辺野古新基地建設ストップ｣の世論を広げるため

に、その時々の問題を、わかりやすい言葉で市民に伝えていく努力をします。 

②コロナの状況を見ながら、講演会、学習会、上映会(映画・DVD)を積極的に企画して

いきます。 

 

≪3≫自治体・議員への働きかけを強めます 

①県や市に対して、｢辺野古新基地建設中止｣｢遺骨の混入する土砂を辺野古に使うな｣

｢日米地位協定の改定を求める｣の意見書の採択を求めていきます。 

 

≪4≫運動の推進のため、組織と財政を強化しましょう 

①各種のとりくみを通じて、団体・個人の会員を増やします。 

②｢会報｣を毎月発行し、情報提供の場・学習の場とします。 

 

 

 

 

 

当会は 2015年、20日間の準備期間で発足したこともあり、いま規約を読むと、おか

しな点・現状に合わない点が多々あります。また、門司からの土砂搬出の予定もなくな

りましたので、名称の変更をはじめ、規約の見直しを下記のように提案します。 

 ※囲っているのが提案です 

 

名称…『辺野古埋め立て土砂搬出反対』北九州連絡協議会(以下、北九州連絡協)とい

う。 

     

名称…『辺野古土砂ストップ北九州』 (略称、辺野古土砂北九州)という。      
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目的…辺野古新基地建設埋め立て土砂の、沖縄県内外からの採取・搬出に反対し、基

地のない平和な沖縄・日本の実現と、互いの故郷の自然と文化を守ることを目

的とする。※変更なし 

 

事業…(１)土砂搬出計画の中止を求める事業 

(２)辺野古新基地建設の中止を求める事業 

(３)加盟団体・個人の学習・交流・情報交換に関する事業 

(４)その他、連絡協議会が定めた事業 

      

事業…(１)各地の土砂搬出計画の中止を求める事業 

(２)辺野古新基地建設の中止を求める事業 

(３)学習、交流、情報交換に関する事業 

(4)その他、目的達成のために必要な事業 

 

構成と役員…会の目的に賛同する団体・個人で構成し、次の役員を置く。役員は総会

で選出し、任期は１年とする。ただし再任は妨げない。 

・共同代表…複数名   

・事務局長…1名   

・署名集約…1名  

・財  政…1名 

・監  査…1名    

       

構成と役員…会の目的に賛同する団体・個人で構成し、次の役員を置く。役員は総会

で選出し、任期は１年とする。ただし再任は妨げない。また、監査以外のメン

バーで世話人会を構成する 

・共同代表…複数名   

・事務局長…1名   

・事務局次長…1～2名  

・財  政…1名 

・会計監査…1名  

・世話人…数名      

 

総会…通常総会は、毎年 1回開催し、臨時総会は、共同代表が必要と認めた時、招集

する。総会の議決は全会一致を原則とする。合意をみない事項は各単位組織で

独自に取り組む。 
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経費及び会費…会の経費は、賛同団体の会費・カンパ・事業収入をもって充てる。 会

費は年間、団体 3000円。個人 1000円とする。 ※変更なし 

 

 

 

 

 

〇共同代表…小田●恭司(年金者組合北九州市協議会 再任)  

〇共同代表…法本●健吾(全日本港湾労働組合関門支部 再任）  

〇共同代表…南川●健一(門司区９条の会 再任） 

〇共同代表…三輪●幸子(新日本婦人の会福岡県本部 再任）   ※あいうえお順 

○顧     問…天久   泰(弁護士・個人会員 再任）   

〇事務局長…八記久美子(個人会員 再任） 

〇事務局次長…藤堂●●均(個人会員 再任） 

〇財 政 係…大野●保徳(個人会員 再任) 

〇世  話 人…宗吉●●信(個人会員 再任)  

〇世  話 人…松本●●秀樹(個人会員 再任)  

〇会計監査…後藤●尚子(個人会員 再任)   

 

 

 

葉書を同封しています 
 

●印刷の時点では、ムーブで総会を開催できる予定です。 ●総会に参加できない方は、

同封の葉書をご使用ください。 ●今後、非常事態宣言発令で総会が開けなくなった場

合は、みなさん、同封の葉書をご使用ください。  ●いずれも、8月 16日(月)までに切

手を貼ってご投函ください。 

 

会費入金状況お知らせを同封しています 
 

●確認のために、みなさんの会費の入金状況をお知らせしたものです。何かありました

ら、財政係・大野保徳 090-4482-0043までご連絡ください。 

 

新役員の提案 

 

※そのほか、発送のお手伝いをし

て下さる方が、数名おられます。

いつもありがとうございます。ま

た、議案には間に合いませんでし

たが、世話人を若干名増やしたい

と思います。 

 

総会…通常総会は、毎年 1回開催し、臨時総会は、世話人会が必要と認めた時招集す

る。また、総会の成立については、世話人会はできるだけ多くの会員の声を反

映する努力を行なったうえで、実際の参加者と寄せられた書面を持って、総会

の成立とする。また、議案については、総会参加者の多数の賛同を得たものを

可決とし、賛同の少ない項目については、保留や否決と判断する。 
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インフォメーション 

 

 

第 2弾/連続学習会を始めま～す 

今回のテーマは 

ズバリ｢日米合同委員会｣です 
終わるまで 1年以上かかると思います 

 

*テキスト…吉田敏浩著≪｢日米合同委員会｣の研究≫ 

*日  時…1回目・9月 11日(土)10時～12時近くまで 

*場  所…戸畑生涯学習センター3階・第 1会議室 
○おおむね毎月第２土曜日を予定しています。 

○進め方として、小 1時間輪読し(読みたくない方は読まなくていいですよ)、その後、講

師の天久泰弁護士を中心に、内容を深めていく予定です。 

○テキストの吉田敏浩著≪｢日米合同委員会｣の研究≫は、各自で用意してください。 

創元社・1500円+税です。 ちょっと高いですが、内容は抜群です。 

○コロナの感染拡大で「緊急事態宣言」が発令された場合は、zoom開催とします。その場

合は kanpanerura888k@gmail.comに、前日 9月 10日(金)午後 8時までに、

申し込みをして下さい。その日のうちに≪招待のメール≫を送信します。なお、当日の

朝はバタバタして対応できませんので、ご容赦ください。 
 

* 
 

｢沖縄戦戦没者の遺骨の眠る土砂を辺野古新基 

地建設に使用しないことを求める請願署名」に、 

ご協力ください。 
標記の署名用紙を、会報に同封しています。辺野古土砂北九州では、9月議会に｢沖縄 

戦戦没者の遺骨の眠る土砂を辺野古新基地建設に使用しないことを求める請願｣を行う

予定ですが、その時に請願書と一緒に署名も提出します。第 1次締め切りは 9月 1日

(水)。第 2次締め切りは、9月 30日(木)です。ご協力をよろしくお願いします。 
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≪辺野古土砂北九州・今後の予定≫ 
 
 
 

●8月11日(水)…≪世話人会≫14時～ 生涯学習総合センター 

●8月21日(土)・・・≪辺野古土砂北九州第7回総会≫14時～16時30分 ムーブ5階 

ま緊急事態宣言が発令された場合は、書面総会とします。 

●8月28日(土)…≪小倉駅街頭宣伝≫16時～17時 小倉駅前 

ま緊急事態宣言が発令された場合は、街頭宣伝は中止とします。 

●9月01日(水)…≪世話人会≫14時～ 生涯学習総合センター 

●9月08日(水)…≪会報発送作業≫13時～ 生涯学習総合センター 

●9月25日(土)…≪小倉駅街頭宣伝≫16時～17時 小倉駅前 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

｢辺野古埋め立て土砂搬出反対｣北九州連絡協議会 
〒803-0816 北九州市小倉北区金田 1-3-32-308 八記方 

八記 080-1730-8895・南川 090-2853-7116・藤堂 090-6299-2608 

kanpanerura888k@gmail.com  
 

編･集･後･記 
8月 1日、福岡市のKBCシネマで｢パンケーキを毒見する｣をみました。この映画

は、菅政権の発足とほぼ同時に製作が決まり、「選挙に影響を与える映画を」という

ことでつくられたそうです。のののののののののののののののののののののののの                                      

磨内容について語る紙面の余裕はありませんが、ただこの映画は今、製作者から私

たち国民に預けられた気がします。現在北九州市内でこの映画を上映している所は

ありません。政治に不満のある人に是非見てもらいたいのに、見ることができない。

そうでなくても、政府はこの映画が国民の目に触れないことを望んでいるでしょう。                        

ま映画館に「上映はいつですか？」｢見たいんですけど｣等の「上映してコール」を多

くの人がして、身近な映画館で見られるようにする。そんな行動が、政治を変える一

歩になる…そんなことを思いながら、1年半ぶりの映画を楽しみました。(y) 

と思います。(y) 

 
≪辺野古土砂北九州の口座≫ 

 
【辺野古土砂北九州の口座は】ゆうちょ銀行 記号番号 01700-7-166911 

【他金融機関から振り込む場合は】 ゆうちょ銀行 当座 一七九店 0166911 

加入者名…「辺野古埋立土砂搬出反対北九州連絡協議会」 

【お問い合わせ】大野保徳 090-4482-0043 までお気軽に。 

※振込用紙には、会費・カンパなど、内訳をお書きください。 

※振込による入金につきましては、特にお申し出のない限り、 

領収書の発行は省略させていただいています。 

今回【振込用紙】を同封しています。振込用紙を同封するのは年 1回です。 

どうぞご活用ください。 

mailto:kanpanerura8k@mail.goo.ne.jp

