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3月 4日、安倍政権は福岡高裁の和解案を受け入れました。4月 13日の代執行訴訟判決を前に、敗

訴を回避するために工事の中断に追い込まれたのです。昨年 5月の集団的自衛権閣議決定、9月の戦争法

強行採決、今年 7月の参議院選挙での改憲争点化の明言と、暴走につぐ暴走を続けてきた安倍政権に、つ

いにストップがかかりました。 

安倍政権は「辺野古移設が普天間の危険性除去のための唯一の手段」という立場をいささかも崩して

いません。和解条項には「円満解決に向けた協議を行う」と記されています。しかし 3月 7日、石井国土

交通相より地方自治法 245条にもとづく「是正の指示」が翁長沖縄県知事に送付されました。翁長県知事

はまず国地方係争処理委員会へ不服請求を行います。知事を支え、安倍政権に辺野古新基地断念を迫って

いく一層の取り組みが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 そのために現在全国で集められている戦争法の廃案を求める2000万人署名を大きく広げることが大

切です。SDCCも埋め立て反対署名とともに取り組んでいます。そして戦争法廃案と辺野古新基地撤回を

ひとつにとりくみ、戦争法廃止・辺野古新基地撤回を 7 月参議院選挙の争点にしていきましょう。参議院

宮城選挙区では、民主党と共産党が「民意を踏みにじって進められる米軍辺野古新基地建設に反対する」

ことを含む政策協定を結びました。市民の力でこうした動きを全国に広げていきましょう。 

 SDCC は埋め立て反対署名と 2000 万人署名を大きく進めていきます。そして 4 月 22 日には、防

衛省、環境省、国土交通省との交渉を行います。防衛省では埋め立て土砂への外来種混入問題、国土交通

省では「是正の指示」を出した理由を厳しく問うていきます。 

工事の再開を二度と許さず、基地ではなくジュゴンの保護区を実現しましょう。  （関西 松島洋介） 

 

●2/3 情勢－工事中断 

●    総会報告～国際的な連携へ 

●4/5 2.21国会包囲行動 

●    和解後のゲート前 

●6/7 出前授業活動報告 

●    わんさか通信★ジュゴンのわ 

●    コラム～ひめゆりと教育問題～ 

 

●8   お知らせ 

2 万 8千人の人が「辺野古を止めよう」と国会を

包囲（4 面） 

9 月の IUCN 世界自然保護会議へ向け、「じゅごん♡

キルト」に縫い付けるじゅごんメッセージ（5 面） 



 

 

 

 

 

ジュゴンちゃんぷるニュース 

２ 

3 月 4 日、安倍内閣は福岡高等裁判所那覇支部

が示した和解内容（別掲）を受け入れました。この和

解内容は、「国・県は訴訟を取り下げる」「国は一時工

事を中断する」「国は県の承認取り消しの是正指示を

出し、県は不服ならば裁判をする。その結果には従う」と

いうものです。当初、１月２９日に提示された和解案

に、沖縄県は「前向きに検討する」と回答（2 月 15

日）していましたが、政府は「前知事から工事許可をも

らった。進めさせていただきたい」（菅官房長官 2月 16

日）と無視していました。なぜ、安倍内閣は急きょ受け

入れたのでしょうか。3 月 17 日に県が申し立てた国地

方係争処理委員会不服判決が、4 月 13 日には国に

よる代執行裁判の判決が出るからです。高裁那覇支部

の和解案では、地方自治法改正で「国と地方公共団

体が対等・協力の関係となること」が期待されたにもかか

わらず、「改正の精神にも反する状況になっている」と代

執行裁判では「国の敗訴」の可能性を示唆したからで

す。行政法学者・研究者をはじめとする辺野古基地建

設反対の闘いが世論を作ったからです。 

安部首相は和解案を受け入れる際にも「辺野古が唯

一の選択肢」との姿勢を崩してはいません。安倍内閣は

６月沖縄県議会選挙、７月参議院選挙を有利に進め

るために「工事の一時中断」を受け入れたに違いありませ

ん。また、是正指示をめぐる次の裁判に自信を持っている

のでしょう。 

何はともあれ、「工事の中断」は大きな成果です。翁

長知事が埋め立て承認を取り消した昨年１０月１３

日の時点まで時計を戻しました。菅官房長官も記者会

見で、移設計画が遅れる可能性について「スケジュールに

影響が出ないと言えばうそになる」と認めざるを得ませんで

した。「あらゆる手段を駆使して辺野古移設を阻止する」

との翁長知事の姿勢は変わってはいません。すでに、次の

闘いは始まっています。私たちがこの工事中断の間に、本

土で、そして世界にむけて「ジュゴンの海を守れ。辺野古

基地建設を断念せよ」の世論を広げることこそが重要で

す。IUCN 世界自然保護会議に向けて名護市役所や

米国 NGO とともに、工事中断の期間を引き延ばし、辺

野古基地建設を断念させましょう。（3月 6日記） 

情勢  

 

 

 

① 府と県はすべての訴訟を取り下げる政府は埋め立て工事をただちに中止する 

② 政府は県の埋め立て承認取り消しに対する是正を指示し、不服なら県は国地方係争処理委員会へ審査

を申し出る 

③ 委員会の是正指示に不服がある場合、県は是正指示の取り消し訴訟を起こす 

④ 政府と県は判決確定まで円満解決に向けて協議する 

⑤ 政府と県は判決確定後、それに従う。 

和 解 内 容 

5面参照 
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ジュゴンちゃんぷるニュース 

３ 

  2011 年 3 月 11 日から５年。震災と原発事故で

17 万人余が自宅以外での生活を余儀なくされていま

す。避難生活の悪化や自殺などで 3410 人が亡くなりま

した。にもかかわらず、安倍内閣は「5 年間の集中復興

期間終了」を口実に、被災者支援策などの縮小や打ち

切りを進めています。いわゆる自主避難者（帰還困難

区域外からの避難者）約 3 万 6 千人への住宅提供

（借り上げ住宅）も来年３月末で打ち切られます。昨

年6月、政府の復興指針改定で賠償の打ち切り、値切

りがより露骨になっています。東京電力は「中立・公正な

国の機関」として設置されたＡＤＲ（原子力損害賠償

紛争解決センター）の仲介案も拒み続ける例が数多く

大震災から 6年目～被災者の人権こそ優先 

起こっています。一方、政府は「復興五輪」と銘打って

膨大な建設費を使って国立競技場などの建設を進めて

います。被災者の生活、人権を守らずして復興はあり得

ないと厳しく批判しなければならないと思います。 

3 月 9 日に大津地方裁判所は関西電力高浜原発

３，４号機の運転差し止めを決定しました。稼働中の

原発を司法が止めたのも初めてなら、新規制基準に適

合した原発を止めたのも初めてです。司法が国の設置

許可のみで安全性検討の証明にはならないことを明言

したのです。原発の再稼働や原発輸出に躍起になる安

倍内閣には厳しい判決です。大震災被災者や沖縄県

民の人権を無視する安倍内閣には 7月の参議院選挙

で退陣してもらわなければなりません。 

（事務局 蜷川義章） 

 

 

コラム 

3 月 12 日、大阪ドーンセンターで第 16 回 SDCC 総

会を開催しました。辺野古埋め立て工事の中断、９月

IUCN 第６回世界自然保護会議の開催を控え、活発な

討議となりました。 

海勢頭豊代表の開会挨拶では、「県民の心が辺野古

へ向かっている。私も西原町から出るバスで辺野古に通っ

ている」「政府はいつまた工事を強行するかわからない。安

倍さんはジュゴンを滅ぼすつもりだ」「翁長知事や稲嶺市長

にジュゴンについてレクチャーしたい」と熱く語りました。 

国際担当の吉川さんからは、2013 年 12 月の仲井真

前知事の埋立て承認以降のジュゴン訴訟と日米政府の

動きについて詳しく解説がありました。ジュゴン訴訟控訴審

の公開審理（今年５,６月ごろ）にむけて、国家歴史保

存諮問委員会（ACHP）や米海洋哺乳類委員会

（MMC）への働きかけを強めていくとのことです。特に、工

事中断の間に世論づくりを積極的に行い、国と県の協議

に影響を与えていくことが重要との提起がありました。 

蜷川事務局長の総括方針提起では、「工事中断に意

義がある」と運動の到達点を確認し合いました。そのような

中で開催される９月の国際自然保護連合（IUCN）世

界自然保護会議は、世界に沖縄のジュゴン保護をアピー

ルする格好の場であり、米国の環境保護団体インターナシ

ョナル・コンサーベイションとの連携で大きくアピールしていき

たいと決意が語られました。 

首都圏、関西からの活動報告、IUCN 紹介をした後、ま

とめ・人事提案・総会議案を拍手で採択しました。 

（首都圏 三村昭彦） 

 

 

 

 

 SDCC国際担当 

吉川秀樹 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2月 21日、第 4回目となる「止めよう!辺野古

埋め立て２．２１首都圏アクション 国会大包囲」

が行われました。前日の大雨から一転、晴天とな

り、2 万 8 千人が、辺野古の海をイメージしたブ

ルーを身にまとい、幟やプラカード等を持って、

国会を包囲しました。 

ＳＤＣＣは、ジュゴン帽子をかぶり、注目を集

めました。また、カンパ係や誘導係に 7 人が要員

として、集会運営を担いました。 

国会包囲行動は、第一回目 7 千人、第二回目 1

万 4千人、第三回目は 2万 2千人と、回を追うご

とに参加者が増えて、「沖縄・辺野古新基地建設反

対」の声は大きく広がっています。今回は国会包

囲実行委員会に「戦争させない・9 条壊すな総が

かり行動実行委員会」も加わって、共催で行うこ

とが出来、国会包囲だけでなく、日本各地でいろ

いろな行動が取り組まれて、全国的な動きへと発

展させることが出来ました。 

沖縄から参加した稲嶺名護市長やヘリ基地反対

協の安次富さん、宜野湾市議の玉城健一郎さん、

沖縄選出の国会議員、各政党、市民団体や労働団

体がそれぞれ、埋め立て反対、新基地建設反対、

戦争法廃止、７月参議院選挙勝利などを訴えまし

た。「辺野古土砂搬出反対全国協議会」の阿部悦子

さんは、署名提出の報告と、さらなる署名拡大を

訴えました。 

集会の最後は、シールズ琉球の若者がリードす

るリズミカルなシュプレヒコールで盛り上がりま

したが、更に、名護市長や沖縄選出議員、紅型衣

装の女性たちが、三線に合わせ、カチャーシーを

踊る一幕があり、国会前横断歩道を、踊りの集団

が信号の色に合わせて、行ったり来たりして、キ

ャンプシュワーブ前のエネルギーが国会前で爆発

したようでした。笑顔で踊り続ける表情には、こ

の戦いは絶対に勝てる！勝つ！決して屈しない！

という自信が溢れていました。「辺野古新基地は、

絶対に作らせない」というエネルギーの大きな塊

に希望の持てる国会包囲行動でした。 

（首都圏 宮城韶子） 

 

ジュゴンちゃんぷるニュース 
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2 月 19 日、戦争させない・9 条壊すな！総がか

り行動実行委員会が衆議院第 2 議員会館前から国

会図書館前までの集会を開催、7800 人が「野党

は共闘」「戦争法廃止法案をただちに審議せよ」の

声をあげました。集会では枝野民主党幹事長ら野

党の幹事長・書記局長が、同日、野党 5 党が安全

保障関連法廃止の法案 2 本を衆院に共同提出した

ことを報告。また、５党党首会談では夏の参院選改

選１人区で選挙協力を進め、与野党逆転を実現する

方針を確認しました。安倍内閣が安保関連法を３月

２９日に施行する方向で調整している中、2000

万人署名の取り組みの強化と「止めよう！辺野古新

基地建設２・２１国会大包囲の成功」を確認しまし

た。主な当面の集会・行動は以下の通り。 

（事務局 蜷川義章） 

 

      
  

 

稲嶺名護市長 

◇3月 19日（土）13時～日比谷野外音楽堂で集会、デモ。

◇3月 29日（火）18時 30分～ 国会正門前。 

◇「明日を決めるのは私たちー平和といのちと人権を５・３

憲法集会」12 時コンサート、13 時集会、14 時半デモ。    

有明防災公園。      

 じゅごん帽 



 

 
  

 

ジュゴンちゃんぷるニュース 
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 「和解、工事中止受け入れ」直後の翁長知事と

の会談で「辺野古が唯一。」と言うアベの厚顔無恥。

協議も始まらない中での翁長知事への「是正指

示」。まるで握手したもう一方の手で相手を殴りつ

けると言うやり方を県民や辺野古に集う仲間が許

すわけがない。 

 追い込まれている中での姑息なそして見え見え

のパフォーマンスで人々の目をなんとかごまかそ

うとするアベにさらに鉄槌を下すべく県民・市民

は今日も早朝からゲート前へ集う。 

 工事車両はもちろん姿を見せないし、工事用ゲ

ート前に機動隊も姿を現せない。  

 しかし、市民が第２ゲートに移ると見るやいま

だ沖縄に居座る警視庁機動隊が自ら人垣を作りゲ

ートを封鎖する。おそらく「手荒な真似はするな。

辺野古は静かになっているという状況を作れ。」と

いう指令が出ているのだろう。米軍が最も嫌う弾

薬ゲート前での座り込みにも今までの「排除！採

証！公防！」と叫びながらの暴力とは打って変わ

ってほとんど手が出せない。広報車による「ゲ

ート前で抗議する市民に忠告する。」との拡声器

のボリュームも小さくなっている。 

 「高級リゾートでただ飯食ってないで」早く

東京に帰って「抗争になっている暴力団対策に

取り組み市民の安全を守れ」の声が飛ぶ。 

 闘いへの自信と油断せずあらゆる工事を止め

ながら態勢の強化を図っていこうがゲート前の

合言葉。         （沖縄 高垣喜三） 

 

 

4年に一度開催される IUCNの世界自然保護

会議は、環境分野の最高権威。前回のチェジュ

会議には、加盟国、政府機関、NGOなど、世

界 180カ国余りから 1万人以上の参加者が集

まりました。SDCCの参加は、2004年バンコ

ク、2008年バルセロナ、2012年チェジュに

続いて4度目。毎回、「沖縄ジュゴンを守ろう！」

のメッセージを集めて会議に持ち込み、注目を

集めています。チェジュ会議では、1000枚の

メッセージを集めた「じゅごん♡フラッグ」を

展示テントに掲示しました。ハワイに向けては、

ジュゴンの形の布にメッセージを集め、バナーに

縫い合わせたじゅごん♡キルトを作成します。 

 昨年の秋から、街頭やイベントで「国際会議

に持って行くんですよ～」とアピールしながら

メッセージを集めはじめました。現在集まって

いるメッセージは 200枚ほど。先日じゅごん

♡キルト第 1号が出来上がりました。ハワイ会

議までに、たくさんのキルトを作りたいと思い

ます。じゅごんメッセージの型紙を同封いたし

ます。愛♡のこもったメッセージ、お待ちして

います。        （関西 山根富貴子）                      

 

ハワイアンキルトにちな

んだ「じゅごん♡キルト」

です。メッセージを送って 

くださ～い。 

 あなたのメッセージを 
ハワイへ届けませんか？ 



 

 

 

 

ジュゴンちゃんぷるニュース 
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「憲法カフェ・能勢」でお話しました 

2 月 21 日 大阪 能勢町の浄るりシアターでの「憲法

カフェ・能勢」に参加してきました。 

 午前はSDCCより、辺野古新基地をめぐった情勢や宜

野湾市長選挙、今年9月ハワイでの世界自然保護会議にむ

けた基地中止・沖縄ジュゴン保護のキャンペーンについて

お話ししました。 

お昼は沖縄そばでゆんたくです。 

 午後は弁護士の遠地さんより、地方自治と憲法、沖縄

の自己決定権についてお話しされました。 

 午後からの参加者に、「中国は脅威だ。辺野古新基地は

必要」と主張される、関西在住の沖縄出身者がおられまし

た。 

 沖縄の民意が辺野古新基地反対であるという点では

「その通りだ。」とのこと。ただ「何をされるのですか？」

と尋ねると「自分は沖縄にも頻繁に帰って中国の脅威につ

いて啓発をしている。」というお答えでした。 

沖縄が「中国の脅威」への軍事的対応の拠点ではなく、

アジアの平和の架橋としての大きな可能性を有しているこ

とを、意見の違う方にもっと説得できるようにならないと

いけないと思いました。主催者の皆さんは、5 月 15 日に

は「Peace Market のせ」を計画されています。 

（関西 松島洋介） 

２月２３日の豊中市立環境交流センターのわいわいクラ

ブの講座で、“ジュゴンマスコット作り”を開いてきました。 

辺野古、基地というと少し遠いことかと思っている人にお

話しできる良い機会です。マスコット作りの前に、絶滅危機

のジュゴンのこと、基地のこと、辺野古のことをお話します。 

「ジュゴンを作っていると辺野古のことを身近に感じた。

できることをしたい」という感想や学校などで写真展を手掛

けている方から「パワーポイントの写真を見て、6月の写真

展で使わせてほしい」と嬉しい申し出がありました。 

1時間半でマスコットを1つ完成させるのはちょっと大

変だけど、楽しく縫いながら仕上げられるようにと準備をし

ていきます。水色、ピンク、黄色とかわいくて個性的（？）

なジュゴンが出来上がりました！平和のお守りジュゴンマ

2月23日（火）、エコネット近畿という環境活動支援団

体の事務所で、「だからESD 

～つながる深まる環境教育～」と題して、出前授業を行

いました。その中で環境教育の視点から、ジュゴン保護に

ついて話しました。 

参加者は、大学生から 70 代まで幅広い世代 17 名。滋

賀、香川、広島からの参加もありました。内容は、様々な

狭間の中で取り上げて来られなかった課題を、ESD（持続

可能な開発（未来）のための教育）の視点を入れながら、

多様な人と解決を模索することの必要性を訴えたものでし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

ジュゴンの話は環境や平和、地域など色々な問題が複合

的にかかわる課題であり、見過ごしてはいけない課題だと

いうことが伝わったのではないかと思います。今回、「持続

可能な社会」を、教育を通して、みんなでどう創っていく

かという観点からジュゴンの話をでき、多様な参加者が共

感してくださり、こういった切り口でのジュゴン保護の啓

発も意味があると実感しました。 

（関西 正阿彌（しょうあみ）） 

出前授業 
だから ESD～つながる深まる環境教育～ 

活動報告 

スコット、ひと縫いひと縫い平和への思いを込めて広げて

いきたいです。 

マスコットを身に着けていると、そこから会話が始まる

ことがあります。私たちがマスコットを作って広めている

意味が伝わったかな～？出張授業・マスコット作りなど草

の根でできること続けています。  （関西 池側恵美子） 

 

ジュゴンマスコット作りで広がる輪 
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今年は４月の２３日・２４日の土日に開催決定、もちろ

んSDCCもブースを出しますので、ぜひ遊びに来て下さい。

当日のお手伝いも募集しています。 

新たな発見、出会いがあなたを待っているかもしれませ

ん。あなたのアースデイはいつですか？  （沖縄・小平） 

太平洋戦争末期の沖縄戦。その象徴とも言えるひめゆ

り学徒隊の悲劇は、１９４５年３月２４日南風原陸軍病

院の看護要員として動員されたところに始まります。そ

れは米軍が阿嘉島に上陸する２日前のこと。 

その２４日と２５日の２日間、彼女達がどのような教

育を受けたか？気になるところです。沖縄師範学校女子

部と第一高等女学校の生徒からなる「ひめゆり学徒隊」

ですが、実は「乙姫」と「白百合」の二つの校内誌名を

合わせて「ひめゆり学徒隊」としたようです。 

そのひめゆり学徒と職員合わせて２１９名が、本島南

部の激戦地で命を失っていますが、日米決戦の捨て石に

された沖縄戦…人の命を何とも思わない、一億玉砕を命

じたあの戦争とは一体何だったのか？ 

今も問い続けるのですが…昭和天皇とヤマト国家の

国民と軍部は、何故あの戦争が止められなかったのか？

ということについて、勿論それは琉球処分後の沖縄県民

を含めてのことですが、改めて「ひめゆり学徒」の悲劇

を問うと、それが神国日本の誤った教育のもたらした悲

劇であり、現在の安倍政治が、国民を不安不幸な状況に

追い込んでいる状況に通底した問題であることが、よく

分かります。 

だがしかし、戦後７０年も終わり、３月２６日には新

たな戦後７１年を迎えようとする此の期に及んで、未だ

ウチナーンチュはアイデンティティを確立するに最重要

な教育問題の総括を成し得ていません。 

それを考えると、明治国家による琉球処分同様に軍国

主義を受け入れ、「ひめゆり学徒隊」の悲劇も否応なしに

殉国美談の教育材料にされ、沖縄戦の悲劇を語り伝えて

きた「ひめゆり平和祈念資料館」の前に、鳥居が建てら

れることになる。それが安部のめざす教育だからです。 

教育の教えで最も大事な正しい教えとは何か？、それ

は、人間が平和に生きる為に守らねばならない大元の教

え、それが宗教の意味である。そうであるならば、我々

は今一度ひめゆりの悲劇に学ぶべきである。 

海勢頭豊（うみせど ゆたか：SDCC共同代表） 

 

○わんさか通信 ★ ジュゴンの○わ   

やってみた日、それがあなたのアースデイ 

４月２２日はEarthDay＝地球の日。地球環境について

考えて行動する日として約４５年前から世界各地で様々な

イベントが行われています。 

東京では２００１年から代々木公園でアースデイ東京と

して毎年１０万人が参加する大きなイベントが開催されて

います。何をかくそう私がこのSDCCを知ったのも２００

３年のこのイベントでした。 

その年のテーマは「やろう、動こう、地球人」。ジュゴン

という生き物と辺野古の問題を始めて知り、動いてみたら

今やスタッフになっているわけです。 

ちなみに今年のテーマは「アースネイティブ宣言！」＝

宇宙的視点から愛と平和の理念に基づいて行動できる人だ

そうです。ついに宇宙規模に！ 
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ジュゴン保護キャンペーンセンター Save the Dugong Campaign Center (SDCC) 

 〒162-0815 東京都新宿区筑土八幡町２－２１ 

第１千代田ビル３０１ なかま共同事務所内   TEL/FAX  03-5228-1377 

 ○ http://www.sdcc.jp/        ○ info@sdcc.jp 

（関西連絡先） 〒534-0025 大阪市都島区片町2丁目9番21号野口ビル302 

          TEL/FAX 06-6353-0514 

4/22（金）政府交渉（予定） 防衛省・環境省・国交省 

4/23-24(土)アースデイ東京 ＠代々木公園 

6/18（土）映画「GAMA月桃の花」上映会 

大阪天満橋ドーンセンター、パフォーマンススペース 

①10：30 ②14：00 三線演奏や辺野古のお話もします 

7/1（金）-3（土）じゅごんの里ツアー 

内容：名護市役所訪問、辺野古テント村、大浦湾めぐり、   

名護東海岸散策など那覇空港集合解散です。飛行機はご自分

で手配お願いします。参加費 約3万円（予定） 

参加費用内訳：宿泊２泊・船・レンタカー・ガイド料・食事（１日目

の夕食～３日目の昼食まで）詳細はお問い合わせください。 

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ 

会費(2000円)＆カンパ振り込み先 

郵便振替： 

加入者名 ジュゴン保護キャンペーンセンター  

口座番号 ００１４０－９－６６０１９９ 

他行、コンビニからは： ゆうちょ銀行 〇〇八支店 

口座番号 普通 ８１５９０８４ 

 

 《 今後のスケジュール 》 

 

＊ちゃんぷるニュース購読会員募集中です。年会費２０００円で年６回ニュースをお届けします＊ 

お問い合わせは、上記事務所まで。ニュース購読で、あなたもジュゴンサポーターに！ 

 

 

 

 

＜首都圏＞ 

・3/27(日）「辺野古の海を埋立てるな新宿デモ」 

14時～アピール 15時～デモ ＠新宿アルタ前 

・4/4（月）「定例防衛省前抗議行動」18時半～  

＠市ヶ谷防衛省前 

いずれも主催：辺野古への基地建設を許さない実行委員会 

 

 

  

 

「辺野古旅情」 

収録曲「辺野古旅情」「椎の川」「ジュゴンの歌」 

\１０８０円＋送料２０５円 

（2枚以上の送料はお問い合わせください） 

お問い合わせは、下記ＳＤＣＣ事務所まで。 

お申し込みの際は、下記郵便口座に振り込みを 

お願い致します。 

※お名前、ご住所、枚数をお忘れなく 

＜関 西＞ 

・3/27（日）「廃止しよう！戦争法、とめよう！辺野古新基地

建設」関西集会  中之島中央公会堂大ホール 14時～ 

・4/10（日）モモの家のおまつり 10時～夕方早め  

＠いずみ公園（モモの家近く。阪急吹田駅下車） 

モモの家：吹田にあるコミュニティスペース 

 

春、木々が芽吹き、新しいスタートの季節。 
辺野古基地中止の希望の芽もふくらんでいきます 
ように！ 
SDCCの活動は、皆さまの会費で運営しています。
ニュース購読の継続をよろしくお願い致します。 

前号で、ＳＤＣＣが提案したワークショップ、ポスター

の開催が本部審査で決まったことをトピックとして報告し

ました。今回は、国際自然保護連合（IUCN）世界自然保

護会議（総会）について紹介します。 

IUCNの本部はスイスにあり、９１国家、１２７政府機

関、９０３非政府機関などが会員です。また、1万人の科

学者、専門家を擁する自然保護団体です。日本からは外務

省、環境省、ＮＧＯなど23団体が参加しています。4年

に１度開かれる総会で理事や事務総長を選出します。今年

は米国・ハワイ州で9月1日から開催され、ワークショ

ップなどフォーラムは2日から5日まで、総会は6日か

ら10日までです。私たちは2000年アンマン、2004

年バンコク、2008年バルセロナの総会で沖縄ジュゴン保

護の勧告、決議を実現しました。日本政府は勧告、決議は

条約と違って拘束されないと居直っています。しかし、

IUCN決議は米国でのジュゴン訴訟で国防総省が無視でき

ないように、沖縄ジュゴン保護が国際的な世論となってい

ます。 

IUCN総会が開かれている9月３・４日、ハワイ・オア

フ島のカピオラニ公園で、ハワイ沖縄県人連合会が沖縄フ

ェスタを５万人規模で開催します。わたしたちもこのフェ

スタに参加して、ハワイ在住の沖縄県出身者と交流し、沖

縄ジュゴン保護の思いを共有したいと考えています。 

 

 

 

☆じゅごん茶話会  毎月一度開いています  

次回は4月28日（木） 

14時～16時 ＠関西事務所 

参加費は無料です。    

情報交換したり、作業をしたり 

楽しく交流しています。 

三線練習もはじめました♪ 

お気軽にお越しください。 

 

 

 

 

 

http://www.sdcc.jp/
mailto:info@sdcc.jp

