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「民意は生きている・・・」、この言葉に首都圏から応えるために取り組みが始まっている。 

４月 21 日～22 日に代々木公園で開催される「アースデイ東京 2018」で、実行委員企

画として One Peace Okinawa 主催「伝えたい、沖縄のこと」が、昨年に引き続き取り組ま

れる。「沖縄のリアルから日本の平和を一緒に考える」ことをコンセプトにライブ、トーク、

展示、物販などが準備されている。昨年に比して内容が豊富になり大いに期待が持てる企画

となっている。ベテランズ・フォー・ピース・ジャパンの井筒高雄さんのお話、大浦湾を撮

影した水中写真家の中村卓哉さんのお話、学生座談会など・・・。SDCC 代表の海勢頭豊も

ライブに出演する。約 10 万人の来場者が予想されている中、多くの皆さんに沖縄のリアル

を訴えたい。 

 

 

 

 今夏にも辺野古への本格的な土砂投入が予想される中、５月 26 日（土）に国会包囲行動

が行われる。（主催：同実行委員会）集会名称は、「美ら海壊すな 土砂で埋めるな 5.26 国

会包囲行動」で、スローガンは、「止めよう！辺野古新基地建設、止めよう！９条改憲」だ。

戦争させない・９条壊すな！総がかり行動実行委員会の協力のもと開催される。各政党、沖

縄からの招請者の発言を受けて、国会周辺の４つのエリアで集会を開催する。共同行動とし

て積み重ねてきた力を結集して国会包囲行動を成功させ、「民意は生きている」ことを大きく

アピールしていきたい。 

 今国会では、「森友問題」で公文書改ざんが暴露され、安倍政権は瀕死の状況だ。「安倍一

強」と言われ、やりたい放題の政権であったが、まさに「驕れる者久しからず ただ春の夜

の夢の如し」である。今こそ安倍政権を退陣に追い込み、辺野古新基地建設を断念させよう！

（首都圏 三村昭彦） 
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●2/3 情勢・今こそ埋立承認撤回を！ 

●    事後調査報告書の問題点 

●4/5 第 18 回総会報告 

●    海を守る取組みに参加しよう 

●6/7 わんさか通信★ジュゴンのわ 

●    コラム「古代文明の謎」 

●8   お知らせ・案内 

新たな状況を踏まえ様々な運動の可能性

について論議された SDCC 総会（4 面） 

ツアーの下見に合わせて訪れた 3 月 4 日

（三線の日）のゲート前（6 面） 
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ジュゴンちゃんぷるニュース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情 勢  

3 月 12 ⽇、翁⻑沖縄県知事はジュゴン訴訟原告団ピ
ーター・ガルビンさん（生物多様性センターCBD）との会
談（サンフランシスコ）をふまえて、『ジュゴン訴訟に関与す
る』ことを明らかにしました。これは、昨年12 月初めの米国
ジュゴン原告団の来沖来⽇（前号参照）と、同月 22 ⽇
の名護市議会決議「米国国家歴史保存法(NHPA)に基
づく利害関係者の表明と⽴ち⼊り制限区域内の確認を要
請する決議」（注）をふまえたものです。名護市に続き、
沖縄県の『ジュゴン訴訟に関与』は、5 月 24 ⽇のジュゴン
訴訟結審（サンフランシスコ連邦高裁）に向けて大きな
⼀歩になります。国防総省が沖縄県の申し⼊れである「ジ
ュゴンの餌場への影響を確認するための制限区域内への
⽴ち⼊り」を拒否すれば、審理の上で国防総省が不利に
なります。もし、国防総省が沖縄県に制限区域内に⽴ち
⼊りを認めれば、埋め⽴て⼯事はストップします。沖縄県は
３月中に国防総省に申し⼊れ⽂書を発送します。 

また、昨年 10 月に沖縄防衛局は沖縄県に埋め⽴て⼯
事による環境影響評価「事後調査報告書」を提出しまし
た。環境影響評価法に基づく報告書です。「事後調査報
告書」では、辺野古海域を回遊していたジュゴンＣが 2 年
半⾏⽅不明にもかかわらず「発⾒できず」「事業の実施に

伴う影響を最⼩限に留めることができた」と居直っています
（右ページ参照）。また、沖縄防衛局の環境監視等委員
会では「辺野古の藻場が破壊されているから、嘉陽のジュゴ
ンの餌場を広げる議論を」（18 年２月）と委員が要求し
ていますが、未だに議論していません。これは「埋め⽴て承認
の留意事項」違反であり、環境影響評価書の環境保全措
置の不履⾏です。県環境影響評価審査会は「事後調査報
告書の科学的根拠は不⼗分」と、３月末までに知事に答
申します。翁⻑知事は沖縄防衛局に環境保全措置の履⾏
を要求し、従わなければ埋め⽴て承認を撤回すべきではな
いでしょうか。安倍政権は「森友問題」や憲法９条改悪をめ
ぐり政権基盤が揺らいでいます。今こそ、承認撤回のときで
す。（3 月16 ⽇記） 

（注）名護市議会決議抜粋 
１．名護市及び沖縄県は、米国防総省に対して…NHPA

の利害関係者であることを通達し、…今後の協議につ
いての対応を求めること。 

２．名護市及び沖縄県は、米国防総省に制限区域内へ
の⽴ち⼊りを求め、ジュゴンの餌場である辺野古海域
藻場の代替施設建設による改変状況を確認すること。 

（事務局 蜷川義章）         

防衛省は 6 月にも辺野古沿岸域に建設中の護岸工事を完成させて、埋め立て土砂の投入を狙っています。 

今こそ「承認の撤回」が必要です。5 月24 日にジュゴン訴訟の結審が、5 月末には米国政府機関の海洋哺

乳類委員会総会があります。この情勢下でシンポジウムを開催しますので、ご参加をお願いします。 

 

日時・場所 6 月24 ⽇（⽇）午後1 時〜 沖縄大学3 号館101 教室 
参加費   500 円  
主催  ６・２４シンポ実⾏委員会（090-8524-6372） 
特別報告 東恩納琢磨名護市議 
シンポジウム「ジュゴンを救え、埋め⽴て承認撤回を」（仮） 
パネラー 真喜志好⼀（ジュゴン訴訟団）、吉川秀樹（SDCC） 

桜井国俊（沖縄大学名誉教授） 
コンサート 海勢頭豊バンド（海勢頭豊、海勢頭愛、島⽥路沙） 
 

沖縄島最大級の海草藻場が広がる辺野古の浅瀬 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄防衛局は埋め⽴て事業実施後はじめて環境影響評
価の「事後調査報告書」を沖縄県に提出しました。「事後調
査報告書」では「事業の実施に伴う影響を最⼩限に留めるこ
とができ…新たな環境保全措置を講じる必要はない」として
いますが、県環境影響評価審査会は「科学的根拠が不⼗
分」と指摘しています。「事後調査報告書」について環境省
は、「環境配慮の実効性を確保し、住⺠との信頼性や環境
影響評価制度の信頼性の向上につなげる取り組み」（Ｈ
23
不信感は高まるばかりです。

防衛省はジュゴンＣの⾏⽅不明（
めていますが、原因を究明せずに「⼯事の影響ではない」
（第
の環境影響評価書では「ジュゴンの生息範囲に変化が⾒ら
れたときは、⼯事との関連性を検討し、対策を⾏う」（評価
書第
書」では「個体Ｃは調査期間中に確認できませんでした」の
⼀言だけです。

3 月
ない」と却下しました。昨年
砕の許可申請を沖縄防衛局が更新せずに、⼯事を続けたこと
で、沖縄県が提訴したものです。裁判の争点は二つです。沖
縄県の訴えが裁判の対象になるのか否か。もう⼀点は、国の
埋め⽴て⼯事による海底の岩礁破砕について、県知事の許可
が必要か否かでした。那覇地裁は、
「⾃治体が条例や規則に従わせるよう求める訴訟は起こせな
い」を引用して、「岩礁破砕の許可権限」の審議に⼊らずに門
前払いしたのです。県
と、どこに持っていけばいいのか」と法治国家の在り⽅に疑問を
投げかけています。翁⻑知事は「控訴する」ことを明らかにしまし
たが、控訴しても埋め⽴て⼯事は⽌まりません。すでに、那覇
地裁では「⼯事差し⽌め及び⼯事中断を求める仮処分」判決
が、本訴の判決まで引き延ばされたからです。埋め⽴て⼯事の
中⽌を実現するには埋め⽴て承認撤回が必要なのです。
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖縄防衛局は埋め⽴て事業実施後はじめて環境影響評
価の「事後調査報告書」を沖縄県に提出しました。「事後調
査報告書」では「事業の実施に伴う影響を最⼩限に留めるこ
とができ…新たな環境保全措置を講じる必要はない」として
いますが、県環境影響評価審査会は「科学的根拠が不⼗
分」と指摘しています。「事後調査報告書」について環境省
は、「環境配慮の実効性を確保し、住⺠との信頼性や環境
影響評価制度の信頼性の向上につなげる取り組み」（Ｈ
23 年 4 月報告書手続）としていますが、沖縄防衛局への
不信感は高まるばかりです。

防衛省はジュゴンＣの⾏⽅不明（
めていますが、原因を究明せずに「⼯事の影響ではない」
（第 8 回環境監視等委員会）としています。沖縄防衛局
の環境影響評価書では「ジュゴンの生息範囲に変化が⾒ら
れたときは、⼯事との関連性を検討し、対策を⾏う」（評価
書第 7 章 7.1.9
書」では「個体Ｃは調査期間中に確認できませんでした」の
⼀言だけです。 

月 13 ⽇、那覇地裁は「沖縄県の訴えは審理の対象になら
ない」と却下しました。昨年
砕の許可申請を沖縄防衛局が更新せずに、⼯事を続けたこと
で、沖縄県が提訴したものです。裁判の争点は二つです。沖
縄県の訴えが裁判の対象になるのか否か。もう⼀点は、国の
埋め⽴て⼯事による海底の岩礁破砕について、県知事の許可
が必要か否かでした。那覇地裁は、
「⾃治体が条例や規則に従わせるよう求める訴訟は起こせな
い」を引用して、「岩礁破砕の許可権限」の審議に⼊らずに門
前払いしたのです。県
と、どこに持っていけばいいのか」と法治国家の在り⽅に疑問を
投げかけています。翁⻑知事は「控訴する」ことを明らかにしまし
たが、控訴しても埋め⽴て⼯事は⽌まりません。すでに、那覇
地裁では「⼯事差し⽌め及び⼯事中断を求める仮処分」判決
が、本訴の判決まで引き延ばされたからです。埋め⽴て⼯事の
中⽌を実現するには埋め⽴て承認撤回が必要なのです。
                      

沖縄防衛局は埋め⽴て事業実施後はじめて環境影響評
価の「事後調査報告書」を沖縄県に提出しました。「事後調
査報告書」では「事業の実施に伴う影響を最⼩限に留めるこ
とができ…新たな環境保全措置を講じる必要はない」として
いますが、県環境影響評価審査会は「科学的根拠が不⼗
分」と指摘しています。「事後調査報告書」について環境省
は、「環境配慮の実効性を確保し、住⺠との信頼性や環境
影響評価制度の信頼性の向上につなげる取り組み」（Ｈ

月報告書手続）としていますが、沖縄防衛局への
不信感は高まるばかりです。 

防衛省はジュゴンＣの⾏⽅不明（
めていますが、原因を究明せずに「⼯事の影響ではない」

回環境監視等委員会）としています。沖縄防衛局
の環境影響評価書では「ジュゴンの生息範囲に変化が⾒ら
れたときは、⼯事との関連性を検討し、対策を⾏う」（評価

7.1.9．(1)）としていますが、「事後調査報告
書」では「個体Ｃは調査期間中に確認できませんでした」の

 

⽇、那覇地裁は「沖縄県の訴えは審理の対象になら
ない」と却下しました。昨年 3 月末に期限切れとなった岩礁破
砕の許可申請を沖縄防衛局が更新せずに、⼯事を続けたこと
で、沖縄県が提訴したものです。裁判の争点は二つです。沖
縄県の訴えが裁判の対象になるのか否か。もう⼀点は、国の
埋め⽴て⼯事による海底の岩礁破砕について、県知事の許可
が必要か否かでした。那覇地裁は、
「⾃治体が条例や規則に従わせるよう求める訴訟は起こせな
い」を引用して、「岩礁破砕の許可権限」の審議に⼊らずに門
前払いしたのです。県弁護団は「裁判所が判断しないとなる
と、どこに持っていけばいいのか」と法治国家の在り⽅に疑問を
投げかけています。翁⻑知事は「控訴する」ことを明らかにしまし
たが、控訴しても埋め⽴て⼯事は⽌まりません。すでに、那覇
地裁では「⼯事差し⽌め及び⼯事中断を求める仮処分」判決
が、本訴の判決まで引き延ばされたからです。埋め⽴て⼯事の
中⽌を実現するには埋め⽴て承認撤回が必要なのです。
                      

沖縄防衛局は埋め⽴て事業実施後はじめて環境影響評
価の「事後調査報告書」を沖縄県に提出しました。「事後調
査報告書」では「事業の実施に伴う影響を最⼩限に留めるこ
とができ…新たな環境保全措置を講じる必要はない」として
いますが、県環境影響評価審査会は「科学的根拠が不⼗
分」と指摘しています。「事後調査報告書」について環境省
は、「環境配慮の実効性を確保し、住⺠との信頼性や環境
影響評価制度の信頼性の向上につなげる取り組み」（Ｈ

月報告書手続）としていますが、沖縄防衛局への

防衛省はジュゴンＣの⾏⽅不明（15年7
めていますが、原因を究明せずに「⼯事の影響ではない」

回環境監視等委員会）としています。沖縄防衛局
の環境影響評価書では「ジュゴンの生息範囲に変化が⾒ら
れたときは、⼯事との関連性を検討し、対策を⾏う」（評価

）としていますが、「事後調査報告
書」では「個体Ｃは調査期間中に確認できませんでした」の

⽇、那覇地裁は「沖縄県の訴えは審理の対象になら
月末に期限切れとなった岩礁破

砕の許可申請を沖縄防衛局が更新せずに、⼯事を続けたこと
で、沖縄県が提訴したものです。裁判の争点は二つです。沖
縄県の訴えが裁判の対象になるのか否か。もう⼀点は、国の
埋め⽴て⼯事による海底の岩礁破砕について、県知事の許可
が必要か否かでした。那覇地裁は、2002 年の最高裁判例
「⾃治体が条例や規則に従わせるよう求める訴訟は起こせな
い」を引用して、「岩礁破砕の許可権限」の審議に⼊らずに門

弁護団は「裁判所が判断しないとなる
と、どこに持っていけばいいのか」と法治国家の在り⽅に疑問を
投げかけています。翁⻑知事は「控訴する」ことを明らかにしまし
たが、控訴しても埋め⽴て⼯事は⽌まりません。すでに、那覇
地裁では「⼯事差し⽌め及び⼯事中断を求める仮処分」判決
が、本訴の判決まで引き延ばされたからです。埋め⽴て⼯事の
中⽌を実現するには埋め⽴て承認撤回が必要なのです。
                      （事務局

沖縄防衛局は埋め⽴て事業実施後はじめて環境影響評
価の「事後調査報告書」を沖縄県に提出しました。「事後調
査報告書」では「事業の実施に伴う影響を最⼩限に留めるこ
とができ…新たな環境保全措置を講じる必要はない」として
いますが、県環境影響評価審査会は「科学的根拠が不⼗
分」と指摘しています。「事後調査報告書」について環境省
は、「環境配慮の実効性を確保し、住⺠との信頼性や環境
影響評価制度の信頼性の向上につなげる取り組み」（Ｈ

月報告書手続）としていますが、沖縄防衛局への

7月以降）を認
めていますが、原因を究明せずに「⼯事の影響ではない」

回環境監視等委員会）としています。沖縄防衛局
の環境影響評価書では「ジュゴンの生息範囲に変化が⾒ら
れたときは、⼯事との関連性を検討し、対策を⾏う」（評価

）としていますが、「事後調査報告
書」では「個体Ｃは調査期間中に確認できませんでした」の

⽇、那覇地裁は「沖縄県の訴えは審理の対象になら
月末に期限切れとなった岩礁破

砕の許可申請を沖縄防衛局が更新せずに、⼯事を続けたこと
で、沖縄県が提訴したものです。裁判の争点は二つです。沖
縄県の訴えが裁判の対象になるのか否か。もう⼀点は、国の
埋め⽴て⼯事による海底の岩礁破砕について、県知事の許可

年の最高裁判例
「⾃治体が条例や規則に従わせるよう求める訴訟は起こせな
い」を引用して、「岩礁破砕の許可権限」の審議に⼊らずに門

弁護団は「裁判所が判断しないとなる
と、どこに持っていけばいいのか」と法治国家の在り⽅に疑問を
投げかけています。翁⻑知事は「控訴する」ことを明らかにしまし
たが、控訴しても埋め⽴て⼯事は⽌まりません。すでに、那覇
地裁では「⼯事差し⽌め及び⼯事中断を求める仮処分」判決
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中⽌を実現するには埋め⽴て承認撤回が必要なのです。 
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認の留意事項」（Ｈ
す。翁⻑知事は年度内に提出される県審査
て沖縄防衛局に環境影響保全措置の再検討を求めると
に、実⾏しなければ「承認撤回」すべきです。
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応援をよろしく」との電話メッセージ

いに連帯して安倍政権に新基地建設断念を迫って行こ

うと声を上げました。集会後、デモに出発。池袋駅周辺

を一周し「辺野古新基地建設ＮＯ」「ジュゴンを守ろう」

「政府は沖縄の声を聴け」などシュプレヒコールで沿道

の人々にアピール。ＳＤＣＣのメンバーは、

子を被り、バナーを持って行進しました。参加者に、じ

ゅごんマスコットを腕やバックにつけた方を見かけ、嬉

しかったです。

す。そして沖縄防衛局が辺野古の海草藻

岸工事を強行している緊迫した情勢の中での総会です。
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は行方不明のままで、原因は明らかになってい

ません。嘉陽を主要な餌場にしていると防衛局が主張し

会でも「嘉

陽の藻

もかか

して、検討がなされていません。防衛局はアセス評価書

に示された環境配慮もまともに行わず、埋め立て承認の

環境配慮事項も履行していません。

こうした事実を積み重ね、今こそ「撤回」が可能だし、

沖縄県が「撤回」のスタンスを明確にしていることが、

ジュゴン訴訟にも良い影響を与えることを議論し、確認

しました。

翁長知事の「撤回」を後押しするキャンペーンをいっ

そう強めていきます。

 

 名護市民の多くは新基地建設に反対しています。土砂

投入を阻止し、なお一層、新基地建設反対の闘いを強め

ていきましょう。

 

ジュゴン訴訟の展望を

語る吉川秀樹国際担当

   

陽の藻場だけで足りるのか？」と疑問が出されているに

もかかわらず、辺野古の藻

して、検討がなされていません。防衛局はアセス評価書

に示された環境配慮もまともに行わず、埋め立て承認の

環境配慮事項も履行していません。

こうした事実を積み重ね、今こそ「撤回」が可能だし、

沖縄県が「撤回」のスタンスを明確にしていることが、

ジュゴン訴訟にも良い影響を与えることを議論し、確認

しました。 

翁長知事の「撤回」を後押しするキャンペーンをいっ

そう強めていきます。

名護市民の多くは新基地建設に反対しています。土砂

投入を阻止し、なお一層、新基地建設反対の闘いを強め

ていきましょう。

会員さんが連れて来

てくれた特大ジュゴ

ンのそばで挨拶する

海勢頭豊代表。

ジュゴン訴訟の展望を

語る吉川秀樹国際担当

場だけで足りるのか？」と疑問が出されているに

わらず、辺野古の藻場を破壊することの影響に関

して、検討がなされていません。防衛局はアセス評価書

に示された環境配慮もまともに行わず、埋め立て承認の

環境配慮事項も履行していません。

こうした事実を積み重ね、今こそ「撤回」が可能だし、

沖縄県が「撤回」のスタンスを明確にしていることが、

ジュゴン訴訟にも良い影響を与えることを議論し、確認

翁長知事の「撤回」を後押しするキャンペーンをいっ

そう強めていきます。     

名護市民の多くは新基地建設に反対しています。土砂

投入を阻止し、なお一層、新基地建設反対の闘いを強め

ていきましょう。       

会員さんが連れて来

てくれた特大ジュゴ

ンのそばで挨拶する

海勢頭豊代表。 

ジュゴン訴訟の展望を

語る吉川秀樹国際担当 

場だけで足りるのか？」と疑問が出されているに

場を破壊することの影響に関

して、検討がなされていません。防衛局はアセス評価書

に示された環境配慮もまともに行わず、埋め立て承認の

環境配慮事項も履行していません。 

こうした事実を積み重ね、今こそ「撤回」が可能だし、

沖縄県が「撤回」のスタンスを明確にしていることが、

ジュゴン訴訟にも良い影響を与えることを議論し、確認

翁長知事の「撤回」を後押しするキャンペーンをいっ

     （関西

名護市民の多くは新基地建設に反対しています。土砂

投入を阻止し、なお一層、新基地建設反対の闘いを強め

       （首都圏

場だけで足りるのか？」と疑問が出されているに

場を破壊することの影響に関

して、検討がなされていません。防衛局はアセス評価書

に示された環境配慮もまともに行わず、埋め立て承認の

こうした事実を積み重ね、今こそ「撤回」が可能だし、

沖縄県が「撤回」のスタンスを明確にしていることが、

ジュゴン訴訟にも良い影響を与えることを議論し、確認

翁長知事の「撤回」を後押しするキャンペーンをいっ

関西 松島洋介）

名護市民の多くは新基地建設に反対しています。土砂

投入を阻止し、なお一層、新基地建設反対の闘いを強め

（首都圏 矢敷克子）

場だけで足りるのか？」と疑問が出されているに

場を破壊することの影響に関

して、検討がなされていません。防衛局はアセス評価書

に示された環境配慮もまともに行わず、埋め立て承認の

こうした事実を積み重ね、今こそ「撤回」が可能だし、

沖縄県が「撤回」のスタンスを明確にしていることが、

ジュゴン訴訟にも良い影響を与えることを議論し、確認

翁長知事の「撤回」を後押しするキャンペーンをいっ

松島洋介） 

名護市民の多くは新基地建設に反対しています。土砂

投入を阻止し、なお一層、新基地建設反対の闘いを強め

矢敷克子） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖

「学び合う会」に先立って真謝区公民館で持たれた

「伊江島米軍演習場の機能強化に反対する集い」には県

内外から

して強制接収された土地が今また

機訓練場として拡張されようとしていることに抗議の

声を上げた。

 160

るみ闘争の源流に迫る３つの日記・阿波根昌鴻資料の活

用に向けて」（沖国大

査会代表）とシンポジウム「隠蔽・忘却・正当化への対

抗—記録を保存し記憶を伝える」に明確に示されている。

 阿波根昌鴻さんの残された資料は、写真・ノート・手

紙・本や箸袋の類に至るまで膨大で

生活そのものが土地闘争・平和運動であった阿波根さん

にとってすべてが貴重な記録と考えられていたのでし

ょう。

 記録を保存し、記憶を伝えることの大切さを学ぶとと

もに、それぞれをどう受け止め自分の生き方に反映して

いくのか考えねばならないと感じた。

 昨年発刊された「真謝日記」は強制的に土地を接収さ

辺野古新基地反対の民意は変わらないのに、辺野古

では石材を満載した大型トレーラーやダンプトラック

が、道路を損傷しながら、埋め立て工事を加速させて

います。護岸工事も

の警察の弾圧も厳しさを増しています。これ以上、生

物多様性に優れた辺野古・大浦湾のきれいな海を埋め

立てさせてはなりません。

首都圏では、「美ら海壊すな

２６国会包囲行動」を行います。国会前に集合お願い

します

また、

許さない！」抗議行動を全国

提案されています。沖縄と連携して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沖 縄 

「学び合う会」に先立って真謝区公民館で持たれた

「伊江島米軍演習場の機能強化に反対する集い」には県

内外から90 名の参加者があり、かつて核投下演習場と

して強制接収された土地が今また

機訓練場として拡張されようとしていることに抗議の

声を上げた。 

160 名が参加した学習会のテーマは基調講演「島ぐ

るみ闘争の源流に迫る３つの日記・阿波根昌鴻資料の活

用に向けて」（沖国大

査会代表）とシンポジウム「隠蔽・忘却・正当化への対

抗—記録を保存し記憶を伝える」に明確に示されている。

阿波根昌鴻さんの残された資料は、写真・ノート・手

紙・本や箸袋の類に至るまで膨大で

生活そのものが土地闘争・平和運動であった阿波根さん

にとってすべてが貴重な記録と考えられていたのでし

ょう。 

記録を保存し、記憶を伝えることの大切さを学ぶとと

もに、それぞれをどう受け止め自分の生き方に反映して

いくのか考えねばならないと感じた。

昨年発刊された「真謝日記」は強制的に土地を接収さ

辺野古新基地反対の民意は変わらないのに、辺野古

では石材を満載した大型トレーラーやダンプトラック

が、道路を損傷しながら、埋め立て工事を加速させて

います。護岸工事も

の警察の弾圧も厳しさを増しています。これ以上、生

物多様性に優れた辺野古・大浦湾のきれいな海を埋め

立てさせてはなりません。

首都圏では、「美ら海壊すな

２６国会包囲行動」を行います。国会前に集合お願い

します（１４時開始）

また、4 月19

許さない！」抗議行動を全国

提案されています。沖縄と連携して

 

「学び合う会」に先立って真謝区公民館で持たれた

「伊江島米軍演習場の機能強化に反対する集い」には県

名の参加者があり、かつて核投下演習場と

して強制接収された土地が今また

機訓練場として拡張されようとしていることに抗議の

名が参加した学習会のテーマは基調講演「島ぐ

るみ闘争の源流に迫る３つの日記・阿波根昌鴻資料の活

用に向けて」（沖国大 鳥山淳教授・阿波根昌鴻資料調

査会代表）とシンポジウム「隠蔽・忘却・正当化への対

抗—記録を保存し記憶を伝える」に明確に示されている。

阿波根昌鴻さんの残された資料は、写真・ノート・手

紙・本や箸袋の類に至るまで膨大で

生活そのものが土地闘争・平和運動であった阿波根さん

にとってすべてが貴重な記録と考えられていたのでし

記録を保存し、記憶を伝えることの大切さを学ぶとと

もに、それぞれをどう受け止め自分の生き方に反映して

いくのか考えねばならないと感じた。

昨年発刊された「真謝日記」は強制的に土地を接収さ

辺野古新基地反対の民意は変わらないのに、辺野古

では石材を満載した大型トレーラーやダンプトラック

が、道路を損傷しながら、埋め立て工事を加速させて

います。護岸工事も5 か所に増えて、抗議する人々へ

の警察の弾圧も厳しさを増しています。これ以上、生

物多様性に優れた辺野古・大浦湾のきれいな海を埋め

立てさせてはなりません。 

首都圏では、「美ら海壊すな

２６国会包囲行動」を行います。国会前に集合お願い

（１４時開始）。 

19 日～25 日まで、「辺野古埋めたてを

許さない！」抗議行動を全国

提案されています。沖縄と連携して

「学び合う会」に先立って真謝区公民館で持たれた

「伊江島米軍演習場の機能強化に反対する集い」には県

名の参加者があり、かつて核投下演習場と

して強制接収された土地が今また F35B

機訓練場として拡張されようとしていることに抗議の

名が参加した学習会のテーマは基調講演「島ぐ

るみ闘争の源流に迫る３つの日記・阿波根昌鴻資料の活

鳥山淳教授・阿波根昌鴻資料調

査会代表）とシンポジウム「隠蔽・忘却・正当化への対

抗—記録を保存し記憶を伝える」に明確に示されている。

阿波根昌鴻さんの残された資料は、写真・ノート・手

紙・本や箸袋の類に至るまで膨大で 1 万点を超える。

生活そのものが土地闘争・平和運動であった阿波根さん

にとってすべてが貴重な記録と考えられていたのでし

記録を保存し、記憶を伝えることの大切さを学ぶとと

もに、それぞれをどう受け止め自分の生き方に反映して

いくのか考えねばならないと感じた。 

昨年発刊された「真謝日記」は強制的に土地を接収さ

辺野古新基地反対の民意は変わらないのに、辺野古

では石材を満載した大型トレーラーやダンプトラック

が、道路を損傷しながら、埋め立て工事を加速させて

か所に増えて、抗議する人々へ

の警察の弾圧も厳しさを増しています。これ以上、生

物多様性に優れた辺野古・大浦湾のきれいな海を埋め

 

首都圏では、「美ら海壊すな 土砂で埋めるな！５・

２６国会包囲行動」を行います。国会前に集合お願い

日まで、「辺野古埋めたてを

許さない！」抗議行動を全国各地で連鎖的に行うよう

提案されています。沖縄と連携して行動しましょう。

（首都圏 

「学び合う会」に先立って真謝区公民館で持たれた

「伊江島米軍演習場の機能強化に反対する集い」には県

名の参加者があり、かつて核投下演習場と

F35B ステルス戦闘

機訓練場として拡張されようとしていることに抗議の

名が参加した学習会のテーマは基調講演「島ぐ

るみ闘争の源流に迫る３つの日記・阿波根昌鴻資料の活

鳥山淳教授・阿波根昌鴻資料調

査会代表）とシンポジウム「隠蔽・忘却・正当化への対

抗—記録を保存し記憶を伝える」に明確に示されている。

阿波根昌鴻さんの残された資料は、写真・ノート・手

万点を超える。

生活そのものが土地闘争・平和運動であった阿波根さん

にとってすべてが貴重な記録と考えられていたのでし

記録を保存し、記憶を伝えることの大切さを学ぶとと

もに、それぞれをどう受け止め自分の生き方に反映して

昨年発刊された「真謝日記」は強制的に土地を接収さ

辺野古新基地反対の民意は変わらないのに、辺野古

では石材を満載した大型トレーラーやダンプトラック

が、道路を損傷しながら、埋め立て工事を加速させて

か所に増えて、抗議する人々へ

の警察の弾圧も厳しさを増しています。これ以上、生

物多様性に優れた辺野古・大浦湾のきれいな海を埋め

土砂で埋めるな！５・

２６国会包囲行動」を行います。国会前に集合お願い

日まで、「辺野古埋めたてを

連鎖的に行うよう

行動しましょう。

（首都圏 宮城韶子）

５ 

 

現場ではあらゆる方法で基地建設を止めよう！と、参加

しやすい毎月第３土曜日が集中行動日に決まりました。

第一回目の３月１７日は３０名近い人数が集まったそ

うです。また、４月２５日には海上座り込み大行動が予

定されています。４月２５日は、工事着工からちょうど

一年です。第三回目となる海上座り込みには、

を超えるカヌー隊が集まると言われています。

でも乗る事ができます。毎週日曜日に開催されているカ

ヌー教室には、親子連れの

加者の小学生の女の子と、この間話す機会がありまし

た。「この海が好きだから無くしたくない」と話してく

れました。カヌー教室の後は、貝を拾ったり、ジュゴン

の話をしました。きれいな海を守りたい、という子ども

たちの為にも、現地である辺野古・大浦湾にこれからも

通い続けたいと思います。

 

「学び合う会」に先立って真謝区公民館で持たれた

「伊江島米軍演習場の機能強化に反対する集い」には県

名の参加者があり、かつて核投下演習場と

ステルス戦闘

機訓練場として拡張されようとしていることに抗議の

名が参加した学習会のテーマは基調講演「島ぐ

るみ闘争の源流に迫る３つの日記・阿波根昌鴻資料の活

鳥山淳教授・阿波根昌鴻資料調

査会代表）とシンポジウム「隠蔽・忘却・正当化への対

抗—記録を保存し記憶を伝える」に明確に示されている。 

阿波根昌鴻さんの残された資料は、写真・ノート・手

万点を超える。

生活そのものが土地闘争・平和運動であった阿波根さん

にとってすべてが貴重な記録と考えられていたのでし

記録を保存し、記憶を伝えることの大切さを学ぶとと

もに、それぞれをどう受け止め自分の生き方に反映して

昨年発刊された「真謝日記」は強制的に土地を接収さ

れ、生活の途を奪われた真謝の人びとがどのように生き

抜いてきたか記されている。以前、朗読劇「花ぬ美らさ」

で真謝の人として「砂

たちの生活に想いを馳せ生きることそのものが闘いで

あったことを痛感した。

 

た謝花さんには、残された生の言葉、精神を是非「語り

部」として伝え続けてほしいと改めて強く思うのです。

 

辺野古新基地反対の民意は変わらないのに、辺野古

では石材を満載した大型トレーラーやダンプトラック

が、道路を損傷しながら、埋め立て工事を加速させて

か所に増えて、抗議する人々へ

の警察の弾圧も厳しさを増しています。これ以上、生

物多様性に優れた辺野古・大浦湾のきれいな海を埋め

土砂で埋めるな！５・

２６国会包囲行動」を行います。国会前に集合お願い

日まで、「辺野古埋めたてを

連鎖的に行うよう

行動しましょう。        

宮城韶子） 

名護市長選挙には残念ながら負けてしまいましたが、

現場ではあらゆる方法で基地建設を止めよう！と、参加

しやすい毎月第３土曜日が集中行動日に決まりました。

第一回目の３月１７日は３０名近い人数が集まったそ

うです。また、４月２５日には海上座り込み大行動が予

定されています。４月２５日は、工事着工からちょうど

一年です。第三回目となる海上座り込みには、

を超えるカヌー隊が集まると言われています。

カヌーは、難しいと思われがちですが、練習すれば誰

でも乗る事ができます。毎週日曜日に開催されているカ

ヌー教室には、親子連れの

加者の小学生の女の子と、この間話す機会がありまし

た。「この海が好きだから無くしたくない」と話してく
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の話をしました。きれいな海を守りたい、という子ども

たちの為にも、現地である辺野古・大浦湾にこれからも

通い続けたいと思います。
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毎夏開催する「じゅごんの里ツアー」は

活動の１つです。準備のため下見に行ってきました。普天間

では、緑ヶ丘保育園、普天間第二小学校を案内して頂く。小

学校の校庭に落ちた米軍ヘリの窓枠の実寸大の模型を示し

て説明してくれる赤嶺さん。ツアーでもガイドして頂きま

す。「いつ落ちてくるか、いつ子どもたちが巻き込まれるか」

お母さんたちはいつも心配している。自分だったら…と考え

たい。基地があることをあたりまえにしてはいけない。

 

 

 

 

 

 

 

ツアーでは行けないけどアキノ隊員に高江を案内しても

らった。静かな道路を歩いていると突然の轟音、立ち並ぶ

木々の上、すぐ間近にオスプレイが現れた。驚き、怖くなり、

気持ち悪くなった。こんなところには住めない、正直そう思

う。だから、何とかしたい。

キャンプ・シュワブのゲート前に初めて座り込んだ３月４

日は三線の日。この日は日曜日で作業はなく、トラックは来

ず、緊張せずに座ってられた。平日なら機動隊に強制排除さ

れるところだ。歌に三線、琉球舞踊が披露され集会は大賑わ

い。“文化の力で基地をはねかえそう！”いつだって笑顔を

大阪・豊中市の「たかがわみんなの食堂」は子どもたちの

ことを地域の人に知ってもらい見守るための子ども食堂で

す。毎月みんなのひろばを開いて、ゲームをしたり、リース

を作ったり、もちろんご飯をみんなで食べます。

2

きました。子どもたちはジュゴンがもぐもぐと海草を食べる

映像に興味津々、ジュゴンがクジラよりゾウに近いというこ

とにはびっくり。辺野古・大浦湾のサンゴ、クマノミなど多

様な生き物を紹介して、基地建設でその海が壊されそうにな

っていることをどう思う？と問いかけました。命、自然につ

いて考えるきっかけになってくれればうれしいです。

昼食後、音楽で平和を広げている川口真由美さんが登場！

子どもたちに“大浦湾の素敵さを伝え、辺野古を知ってもら

いたい☆”と、マラカス、パーラン
（2）、ベルなど色んな楽器で音を出して、子どもたちを音楽

の世界に惹きこみます。その場で足踏みしたり、手話をした

り、そのうち子どもも大人も歌い踊りだしました。

報告
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す。毎月みんなのひろばを開いて、ゲームをしたり、リース

を作ったり、もちろんご飯をみんなで食べます。 

日のみんなのひろばで、ジュゴンのお話をして

きました。子どもたちはジュゴンがもぐもぐと海草を食べる

映像に興味津々、ジュゴンがクジラよりゾウに近いというこ

とにはびっくり。辺野古・大浦湾のサンゴ、クマノミなど多

様な生き物を紹介して、基地建設でその海が壊されそうにな

っていることをどう思う？と問いかけました。命、自然につ

いて考えるきっかけになってくれればうれしいです。  

昼食後、音楽で平和を広げている川口真由美さんが登場！

子どもたちに“大浦湾の素敵さを伝え、辺野古を知ってもら
1）、三板（さんば）

、ベルなど色んな楽器で音を出して、子どもたちを音楽

の世界に惹きこみます。その場で足踏みしたり、手話をした

り、そのうち子どもも大人も歌い踊りだしました。 
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６ 

この日の参加者は、子ども、保護者や調理の方など総勢
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日本人全員

３月下旬、天皇皇后両陛下が１１回目の沖縄訪問をされる

と発表された。

天皇在位中の最後の訪問と沖縄では特番が放送された。対

馬丸記念館の館長さんが「初来沖の時は正直複雑な心境だっ

た、天皇の名のもと始まった戦争で親兄弟が対馬丸撃沈で亡

くなっているから」と語り始めた。しかしその気持ちが徐々

に変化していったという。

皇太子時代から「日本人として忘れてはいけない４つの

日」として広島長崎に原爆が投下された両日と、終戦記念日、

そして沖縄の慰霊の日をあげ、戦没者に、沖縄に心を寄り添

わせてきた姿をみてきたからだ。

戦争は絶対ダメですよと態度で示されているんだと思い

ます。なぜこんなに多く沖縄を訪

味を本当は日本人全員が考える必要があると思います。」と

その言葉が心に残りました。

○わ

して、中国と陸続きであった。八重山、宮古、沖縄、奄

美まで伸びた陸橋は、トカラ海谷で途切れ、その向こう

には、鹿児島側の半島が東シナ海を包むようにあった。

即ち、氷河期で陸地だった所が、その後、温暖化による

海面上昇が続き、かろうじて水没を免れた所が、現在の

南西諸島と日本列島ということである。

類、爬虫類、両生類、その他様々な動物が渡ってきたと

いう。

った時期があった。その頃には、すで

というの

旧石器時代人の人骨

間近を低空で飛行する高江のオスプレイ
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美まで伸びた陸橋は、トカラ海谷で途切れ、その向こう

には、鹿児島側の半島が東シナ海を包むようにあった。

即ち、氷河期で陸地だった所が、その後、温暖化による

海面上昇が続き、かろうじて水没を免れた所が、現在の

南西諸島と日本列島ということである。 

その内海を形成していた時代に、象やキョンなどの鹿

類、爬虫類、両生類、その他様々な動物が渡ってきたと

所が、２万年前にも、もう一度南西諸島が陸橋で繋が

に人が住んでいた

である。驚いたことに、日本国内で発掘された

ヶ所のうち、実に10 ヶ所が、
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写真は報道写真展の１コマ、心を寄り添わせることのな

い人が慰霊の日に登壇して何を言えるのか…首相をジロリ

と見据える翁長知事、心中お察しします。
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見され、継続的な生活のあとが確認できるとのことだ。

ということは、旧石器時代人は、船に乗って大陸から

来たのではなく、陸続きの陸橋を歩いて来たということ

である。つまり、このことを踏まえ、私は、

に誕生したと言われる

の関わりがどのようになされたか？

とができた。それに加えて、南西諸島は、かつて、ジュ

ゴンの楽園であったことが、古代文明発祥の謎を解く、

大きな鍵だと分かったのである。嘘のようなほんとの話

しだが、モーゼの十戒のルーツは、沖縄にあったという

ことである。
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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 

＜関西＞ 

・4/14（土）じゅごん茶話After Five   17時～ 

  ＠ SDCC関西事務所 参加費500円 

・4/26（木）、5/24(木)じゅごん茶話会 14時～16時 

  ＠ SDCC関西事務所  参加費200円 

・5/26（土）国会包囲同日アクション  

＠ 中之島公園水上ステージ  17:30～（予定） 

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 

 
＜首都圏＞ 

・4.25辺野古海上座り込みに呼応する官邸前行動 18：30～ 

・4/29（日）沖縄の元海兵隊員による性暴力殺害から２年   

基地・軍隊はいらない！４・29集会 18時半～ 

＠全水道会館（JR水道橋駅東口徒歩2分） 

お話：高里鈴代さん 唄三線：垣花暁子さん 

・5/26(土)「美ら海壊すな 土砂で埋めるな 5.26国会包囲行動」

14時～ 国会周辺 

 

《 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！ 

time

11:00
～

11:40
Milk[弥勒]　ライブ

唄三線　yayo
ピアノ・コーラス

megu

トーク
「奇跡の大浦湾とやんばるの

貴重な大自然について」

水中写真家
中村 卓哉

12:00
～

12:40

トーク
「ドキュメンタリー映画

『やんばるの森』のつくりかた」

映画監督
古賀 加奈子

豊岡マッシー ライブ 三線・二胡

13:00
～

13:40
海勢頭豊 ライブ ギター弾き語り

トーク
「若者と沖縄－PART１－」

「The island's will」を上映

映画監督／大学生
仲村 颯悟

14:00
～

14:40

憲法のキホンからホットな話題まで
「ゆるふわ憲法カフェ」

弁護士
武井 由紀子

首都圏の大学に通う学生たちによる
座談会

「若者と沖縄－PART２－」
「沖縄の基地問題」

学生のみなさん
映画監督
仲村 颯悟

15:00
～

15:40

トーク
「元自衛官に聞く！

私たちの平和を守るために
米軍基地って本当に必要なの？」

ベテランズ・
フォー・

ピース・ジャパン
井筒　高雄

ライブ
acoustic LOOSE RIDER

「沖縄を歌う」

TAKEO(Vo）&
you-ki(AG）

16:00
～

16:40
Milk[弥勒]　ライブ

唄三線　yayo
ピアノ・コーラス

megu

アースデイ東京2018実行委員平和企画　「伝えたい、沖縄のこと」
主催：One Peace Okinawa

会場：代々木公園（イベント広場・ケヤキ並木）
日程：４月21日（土）10：00～20：00
　　　４月22日（日）10：00～18：00
　　　出展テントは17時まで

4/21（土） 4/22（日）

登壇者未定

【共同出展団体＆個人】ゆんたく高江、ジュゴン保護キャンペーンセンター、

グリーンピース・ジャパン、グリーンアクションさいたま、Milk［弥勒］、

全国ほるぷ多摩、（株）おきなわ物産センター、セラピスト貴子

第 13 回じゅごんの里ツアー（辺野古スタディツアー） 

辺野古や沖縄の基地の現状を知り、地元の方々と交流、やんばる

の海や森の自然を満喫する会員向けのツアーです。 

辺野古、大浦湾は、５３００種を超える生物が生息する生物多様

性豊かな海。まずこの海を知ってください。 

日程 ６/２９（金）～７/１（日）  

参加費 ３１０００円（予定）  

宿泊２泊・船・レンタカー・ガイド料・食事代（飛行機代は含ま

れません）那覇空港集合・解散です。 

詳細は下記事務所までお問い合わせください。 

＊締め切り 6月10日頃、定員になり次第締め切ります 

 

アースデイ東京2018 実行委員会平和企画「伝えたい、沖縄のこと」 主催：One  Peace  Okinawa 

 

 

 

 

6/10（日）午後2 時〜4 時  開場１時半 
住まい情報センター（天神橋筋六丁目下⾞） 
資料代 1000 円 

ヤンバルクイナにノグチゲラなど様々な生き            

ものが暮らすやんばるの森で、調査活動を続           

ける蝶類研究者のアキノ隊員に、やんばるの生き物たちと米軍

ヘリパッドについてお話しいただきます。              

やんばるの森の生きものたちの声をどうぞ聴きに来て下さい。 

 

ジュゴンのブースに

遊びに来てね☆ 

大 阪 


