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絶滅した生き物たちが自ら絶滅理由を語る人気シリーズ図鑑「わけあって絶滅しました。」（丸山貴

史著 ダイヤモンド社）の最初に登場するのはステラーカイギュウ、ジュゴンに最も近縁な動物です。

肉や皮をとるため人間に捕えられ、発見からわずか 27 年で絶滅。仲間が人間に襲われるとみんなで

集まり、まとめてつかまってしまったというステラーカイギュウの絶滅理由は「やさしすぎて絶滅」。

なんとも切なすぎます。 

 

 

 

 

地球にはじめて生命が生まれたのは約 40 億年前。小さな命を出発点に様々な生き物が進化し現在

に至りますが、その間気候の変動や隕石の衝突などで 5 回の大絶滅が起こり、今まで地球に生まれた

生き物のうち 99.9％は絶滅したとのこと。そして現在、人類の環境破壊による 6 度目の史上最悪の

大絶滅が進行しているそうです。過去の大絶滅では、恐竜の絶滅後に哺乳類が繁栄するなど、絶滅は

新しい進化の原動力にもなりましたが、人為絶滅は進化を生まない悲しい絶滅だそうです。絶滅速度

が過去の大絶滅より圧倒的に速く、このままでは生態系が連鎖的に壊されていくからです。 

種の絶滅とは、40 億年つないできた命のつながりが断ち切られることです。これ以上人の手で絶

滅種を増やしたくはありません。勿論、ジュゴンも守りたい！上記「わけあって絶滅しました。」には、

絶滅を免れた生き物も紹介されています。更に続編が出るときには、ジュゴンが「基地建設の中止で

助かった」と紹介されるといいなと思います。 

現代の大絶滅は人類への警告と受け止めたい。大量生産・大量消費を促すグローバル経済が、生物

多様性を壊し、大絶滅や温暖化、そしてコロナパンデミックを引き起こしました。これ以上の便利・

快適はいらないんじゃないか。地産地消とか物を大切にすることが命を守ることにつながるんじゃな

いのか・・・。過去の絶滅のわけを教訓に、人類がほかの生き物と共存できる、生物多様性豊かな未

来を目指したい。        （関西 山根富貴子） 
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ちゃんぷるニュース 
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沖縄県庁前で南部土砂採取に反対してハンスト

をする具志堅さん（5 面） 

 

●2/3 情勢・密約「辺野古に陸自部隊」 

●    バークレー市が辺野古反対決議 

●4/5 埋立不承認を！新宿行動 

●    沖縄島南部の土砂採掘止めよう 

●6/7 交流広場 名護市東海岸入会漁業組合 

●    わんさか通信★ジュゴンのわ 

●  コラム-令美 2021 

じゅごん帽と手書きパネルでアピール。3 月

13 日西宮の「沖縄スパイ戦史」上映会にて。 
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1 月24 日、共同通信と沖縄タイムスは「辺野古に陸自部隊 / 

米海兵隊と極秘合意」「文民統制逸脱か、尖閣念頭」との見出し

で、2015 年の「密約」を暴露しました。この陸自部隊は日本版海

兵隊と呼ばれている「水陸機動団」で、尖閣諸島など南西諸島の

離島防衛を担う中核部隊です。2018年から⾧崎県に配備され、

在沖米海兵隊 9 千人がグアムやハワイに移転した後に、１連隊

（約 650 人）をキャンプ・シュワブに配備するとしています。1 月

27 日国会での追及に、岸防衛大臣は「施設の計画図案があっ

た」と認め「政府間での合意した事実はない。（部隊配備は）今

考えていない」と強調。菅首相も「辺野古の共同使用は考えてい

なかったし、その考えに変更はない」」と言わざるを得なくなっていま

す。しかし、共同通信の取材では、密約当時の陸自トップの岩田

陸上幕僚⾧とニコルソン在日米海兵隊司令官が合意し、米海兵

隊司令部や国防総省も賛成していますが、未だ陸自は米海兵隊

に合意撤回を通告してはいません（石井暁「辺野古密約」 世界

４月号）。菅内閣は「陸自の密約を認めない」と米国に直ちに通

告すべきです。陸自の密約は「文民統制を逸脱するもの」であり、

安倍・菅内閣が「普天間の代替施設」「沖縄の基地負担軽減」と

のウソを露呈するものです。 

 

情 勢 

辺野古新基地建設が破綻していることは、非科学的な軟弱

地盤の設計変更申請からも明らかになっています。12 月名護市

議会は「設計変更」を黙認する渡具知名護市⾧の意見書を否

決し、沖縄防衛局の辺野古ダム掘削工事の中止を求める決議

を採択しています。３月８日、渡具知市⾧は沖縄県に「市議会

を経た市⾧意見が存在しない」と回答、設計変更黙認の意見書

を出すことができませんでした。埋め立て土砂の調達先についても

行き詰っています。沖縄県外からの土砂調達が外来種問題で困

難となり、沖縄戦の遺骨（県推測 2790 体）が混じっているガ

マ（自然洞窟）や土砂まで乱獲しようとしています。ハンガース

トライキなど地元の闘いで批判が高まっています。2月23日バー

クレー市議会が、日本政府の介入を跳ねのけて、辺野古新基地

建設反対の決議を上げました。「ジュゴンの鳴き声（鳴音）の録

音データ公開、埋め立て土砂運搬船の夜間航行中止」を求める

署名も 3 万筆、英語版署名が 500 筆と広がっています。５月

末の政府交渉で提出します。国内外の環境・平和・人権団体と

手をむすび、ジュゴンがすむ平和な海を守りましょう。 

                  （事務局） 

                           

昨年 11 月、国会で気候非常事態宣言が全会一致で採択されま
した。菅内閣が 10 月に発表した「温室効果ガス排出量を 2050 年ま
でに実質ゼロ」に続くものです。国会決議にも明らかなように「地球温
暖化問題は気候変動の域を超えて気候危機の状況に立ち至っている
との認識を世界と共有する」必要があります。脱炭素社会（森林など
の吸収量を差し引いた実質的な排出量をゼロにする）を 2050 年に
めざすと宣言した国はすでに１２０か国を超えています。2019 年に
一気に２８か国１０００以上の自治体に広がったのは青少年のグ
ローバル気候ストライキなどの力によるものです。 
 
 ３年に１度の「エネルギー基本計画」見直しを経産省は進めていま
す。昨年 12 月有識者会議には、2050 年時の電源構成「再生エネ
ルギー5～6 割、原発と火力発電（CO2 回収付き）３～４割、水
素とアンモニア１割」案が出されました。梶山経産大臣は「原子力は実
用段階にある脱炭素電源として、安全性を大前提に活用していく必要
がある」と原発に固執。30 年時の電源構成は 50 年時案をふまえて
決まりますが、現行の30年時の計画は「再生可能エネルギー22％～
24％、原子力 20％～22％、火力 56％」です。福島原発事故以
降、総発電量に占める原発の割合が 25％から 6％に低下してい
るにもかかわらず、時間とコストをかけてまで原発再稼働する必要
はありません。 

はありません。太陽光など自然エネルギーはコスト競争力が高ま

り、11％から 19％と普及している現在、自然エネルギー拡大こそ

時機にかなっています。また、30 年時の炭素排出削減目標２

６％では、50 年に「排出量実質ゼロ」はできません。自然エネル

ギー財団などが大手企業 20 社とともに出した提言（20 年 1

月）では「30 年までに発電電力量の 44％以上を自然エネルギ

ーで」としています。 

 

 バイデン米国大統領は「気候変動は地球存亡の脅威」と 4 月に

気候サミットを呼び掛けています。コロナで 1 年延期された国連気

候変動枠組み条約締約国会議（COP26）も11月に開かれま

す。欧州連合(EU)は二酸化炭素削減対策が不十分な国の製
品に関税をかける「炭素国境調整措置」を 23 年までに導入、
米国も検討を始めています。2 月に環境省と経産省が排出量
に応じて課税する「炭素税」や、事業者ごとに排出量の上限を
決めて過不足分の排出権を取引する「排出量取引」などの導
入議論を始めました。50 年までに排出量ゼロにするためには、
30 年時の電源構成で自然エネルギーを大幅拡大し、原発再
稼働を停止することです。      （事務局  蜷川義章） 
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2021 年2 月23 日、米国カルフォルニア州バークレー市の市議

会において辺野古新基地建設に反対する決議が採択されました。

日米政府が沖縄の声を無視し工事を強行する中でのこの決議は、

米国市民社会の良識を示したものであり、沖縄の人々を勇気づけ

ています。 

 

同市議会による辺野古反対の決議は今回で 2 度目になります。

2015 年にも同様の決議を採択し、それはマサチューセッツ州ケンブ

リッジ市議会での同様の決議採択へとつながりました。またバークレ

ー市議会は 2017 年に高江のヘリパッド建設反対の決議も採択し

ています。 

 

これら決議の原動力となっているのはバークレー市議会の「平和と

正義の委員会」と米国の沖縄系ディアスポラの市民です。ベトナム

戦争反対の学生運動の中心となったバークレー市のリベラルで革新

的姿勢を継承し体現する同委員会。沖縄の米軍基地に対してな

かなか声をあげることのできなかった祖父母や両親を超えて動き始め

た沖縄系の新たな世代。この二つの力が沖縄の基地負担の不公

正を訴える決議の採択へと繋がってきたのです。 

 

特に今回の決議は日本政府による関与を乗り越えたという点で

注目されます。実は 2020 年 1 月に辺野古反対の決議案が市議

会に提出された際、サンフランシスコ日本領事館の職員が市議を訪

れ、中国の脅威を訴え、賛同しないように提案しています。その結

果、賛成４人・棄権5人で廃案となりました。 

 

それゆえ今回の再挑戦には、市民社会の様々なメンバーが危機

感をもって声をあげました。沖縄系三世のジェン・ヤマシロさんは「日本

領事館が関与していることに驚いている」「投票の棄権は基地建設を

認めることを意味する」と会議の場で発言。 

 

また Veterans For Peace やアジア太平洋系労働者の組合

APALA も決議案支持の文書を提出。APALA の文書には「私たち

は、バークレー市議会に対し、沖縄の人たちと連帯して立ち上がり、

沖縄の人々や米国市民の利益にならない、この不必要で、莫大な

費用をかけた、環境破壊の計画に反対することを要求する」と刻まれ

ています。また沖縄からも決議案作成に関わり、決議案支援の文書

を提出しています。 

 

決議案は賛成 5 人、棄権 4 人で可決。この票数から決議がどれ

だけ厳しいものであったのか、同時に日本政府が米国で辺野古反対

の声があがることをいかに嫌がっているかが分かると思います。 

 

国境を超えて声を上げることのできるのが市民社会の強みであり役

割です。それを私たちが認識し、辺野古建設を止める取り組みを発

展させていきましょう。           （国際担当 吉川秀樹） 

朝日新聞 シュワブ沿岸で進む土砂埋め立て工事 
２０２０年１２月、沖縄県名護市辺野古（小型無人機から） バークレイ市議会 「平和と正義の委員会」のロゴマーク 



 

 

４ 

ジュゴンちゃんぷるニュース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉城知事による「不承認」のあと、官邸前で「不承認支

持」の集会があります。その後は、各地で「不承認支持」

の行動を取り組みましょう！   （首都圏 宮城韶子） 

目標5万筆 

1 月より、ジュゴンの鳴き声音響データの公開を政府に求

めるChange.org を使ったネット署名を行っています。日本

語版タイトルは「沖縄ジュゴンをまもろう、辺野古の工事を止

めよう！ジュゴンの鳴き声公開と夜間航行中止を求めます」英

語版は「Be Part of A New Dugong Story! Let’s Stop 

Henoko Base Construction!」です。日本語版も英語版も、

辺野古新基地建設をとめ、沖縄ジュゴンが生きる新しい物語

（Story）・・・新しい世界を作りたいという気持ちを込めまし

た。 

署名数は3 月25 日現在で、日本語版29243 筆、英語版

1227 筆。合計3 万筆を超えました。目標は提出予定の5 月

までに 5 万筆。ぜひ達成したいと思います。鳴き声音響デー

タの公開をあくまで拒否し、「工事を止めればジュゴンは帰っ

てくる」ことを認めない防衛省を動かしましょう。ネット署名

には国内外からたくさんの賛同のメッセージが寄せられてい

ます。一部を紹介します。 

 

「ジュゴンもヒトも地球に住む生物です。他の生物を絶滅に

追い込む権利も資格もヒトは持っていません。」 

 

「沖縄戦で亡くなった住民が眠る南部戦跡の土を辺野古埋

め立てに使うことは、沖縄県民への冒涜であり決して許される

物ではありません。まったく同感です。防衛省・沖縄防衛局こ

の野蛮な組織が”うちなんちゅう”を守る事はありえません。」 

「The existence of the already critically endangered 

dugong must take precedence over building yet 

another military base. Furthermore the planned use of 

soil containing the remains of the war dead is 

reprehensible.」 

（絶滅の危機に瀕しているジュゴンの保護は、新たな軍事基

地の建設よりも優先されなければなりません。さらに、戦没者

の遺骨を含む土の埋め立てへの使用は許せません。） 

 

今後ネット署名とあわせ、「辺野古の海に新たなジュゴンス

トーリーを  メッセージ写真・動画大募集」キャンペーンも

はじめます。ぜひご協力をお願いいたします。 

          （関西 松島洋介） 

 

ジュゴンの鳴き声公開を求めるネット署名  

日本語版 http://chng.it/BthZ8QLQkg 

英語版  http://chng.it/mrdRTk276C 

紙版 http://sdcc.jp/pdffiles/2021-soundpetition.pdf 

 

首都圏 

辺野古埋立て工事の変更申請に対する玉城デニー知事の

「不承認」が近々行われます。 

2 月23 日、沖縄・一坪反戦地主会関東ブロックの呼びか

けで、玉城知事を応援するため、新宿駅南口で「不承認支

持」のＰＲ活動が行われました。 

「辺野古埋立て不承認を支持します」、「政府はただちに辺

野古の工事を中止せよ」の大型横断幕を掲示して、参加し

た約５０人の方々が、自分で作ったプラカードや、辺野古

の海の写真を掲げたりしながら、次々とマイクを握り「辺

野古埋立て不承認を支持しよう」、「政府は沖縄の民意を尊

重して工事を中止せよ」と、声を挙げました。 

コロナ禍の中ですが、新宿駅は人通りも多く、リレート

ークに耳を傾けて話を聴いて下さる方や、応援しています

と、声をかけていく方もいました。 
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政府は、東京都など４都県に「病床がひっ迫しているから」と、緊急

事態宣言を３月７日から２週間再延⾧しました。「瀬戸際の２週

間」として「検査の強化」を提言していますが、ワクチン接種に期待して

いるにすぎません。２か月を超える今回の緊急事態宣言で、非正規

労働者や事業者の生活は困窮を極めています。国民に自粛のみを

迫り、生活保障しない無責任な菅政権を、野党は国会で厳しく追及

すべきです。政府は「希望の光」とするワクチン接種を「４月から大幅

に増やす」としていますが、高齢者接種のめども立っていません。しか

も、ワクチンの安全性を心配する人々は「様子を見たい６２％」、

「受けたくない８％」と７割に達しています（朝日新聞 2 月 16

日）。ワクチン接種は感染者の重症化を防ぐためのもので、感染を防

ぐことができるとは証明されていません。 

 

感染拡大を防ぐには、無症状感染者の早期発見・隔離が重

要です。政府が行っている PCR 検査は、感染者と濃厚に接触

した人だけを検査する行政検査です。感染者が集団的に発生

した職場、地域を面として検査する社会的検査（無料）が重

要なのです。厚労省も昨年９月に「感染症に関する検査体制

の拡充に向けた指針」（事務連絡）を出していますが、検査数

は全国で 1 日２万～８万件で累計７８８万件にすぎません

（３月３日現在）。東京都世田谷区では保健所と医師会が

連携して、介護事業所や保育所などで希望する施設の職員・

入所者を対象に PCR 検査を進めています。広島県では 2 月

に、世田谷区方式を参考に、広島市中区住民で希望者（６

０００人）と事業所２０００人を対象に無料の集中検査を

しています。全国自治体で社会的検査を実施することが感染拡

大を防ぐ近道です。           （事務局・蜷川義章） 

 

コロナ禍 

辺野古の海を埋め立てるのに沖縄本島南部の土を使う?魂魄の

塔のすぐ横で採掘が始まろうとしている?設計変更承認申請書で、

土砂の調達に行き詰まり、本島南部の土砂を使うという計画があきら

か に な っ た 。 「 遺 骨 眠 る 土  辺 野 古 工 事 に 使 用 ? 」

（2021/2/22）、「『戦没者への冒涜』抗議のハンスト」

(2021/3/3)など一連の記事が朝日新聞でも報道された。本島南

部は沖縄戦の激戦地で、住民が巻き込まれ、多くの命が奪われた場

所。今も遺骨は眠ったままです。あろうことかその土を軍事基地建設

に使うというのです。人の心を失っているとしか思えません。⾧年ボラン

ティアで遺骨収集を続けておられるガマフヤーの具志堅隆松さんが、

国に計画断念・県に、採掘 不許可を求めて、3／1～6 にハンスト

を決行されました。「基地に反対・賛成以前の人道上の問題です。多

くの人に知ってもらいたい、というのが私の目的です」と言われる。 

県庁前には多くの人、そして玉城デニー知事も駆けつけ、大き

な反響がありました。国会での赤嶺政賢議員の追及に、菅首相

は「業者に遺骨に十分配慮した上で行われるように求めたい」と

答弁した。先の大戦での犠牲者の遺骨収集は「国の責務」と法

律で定められている。業者任せとは、全く責任を取らない政府で

す。非人道的な、命を大切にしない政治は、誰にもふりかかる。

声をあげよう。 

どうぞ署名を! 
「Change.org 戦没者の遺骨が含まれている土砂を辺野古新
基地建設に使わせてはなりません」で検索してください。 

                 （関西 池側恵美子） 
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名護市東海岸入会漁業組合は、辺野古・大浦湾など地域の

自然を守り育て、地域を活性化し、地域の伝統や文化を後世

に継承するという目的で漁業を営む方々によって作られ、運

営されています。 

経営活動として、地元のセイイカで作った、イカラ—みそ

やイカの燻製などを作り、販売しています。 

イカラ—みそは、おにぎりに入れたり、キュウリや豆腐に

乗せて食べたり、レタスで巻いて食べたり、タコライスのミ

ートの代わりにイカラ—みそを使ってイカラーライスにし

たり、食べ方はいろいろ。是非、お試しください。海の自然

を守ることに繋がっていくと思うと、旨さもひとしおです。 

いかの燻製は、燻された香りが漂い食欲を誘います。つい

つい食べ過ぎてしまうので、要注意！ 

名護東海岸入会漁業組合の取扱商品 

＊イカラ—みそ  １００グラム入り 

→１パック  ３４５円 

甘口と辛口があります。 

＊いかの燻製  １００グラム入り 

→１パック  ４２０円 

＜ご注文方法＞  

①インターネットによるご注文 

 アドレス ＝ iriaigyogyo@outlook.jp 

②電話及びＦＡＸによるご注文 

 名護市東海岸入会漁業組合  

電話 ０９８０－５５－８７７７ 

ＦＡＸ０９８０－５５－８７７７ 

事務局：新名 善治 ０９０－８９３１－４０８１ 

 

＜お支払方法＞ 

振込みにてお願いします。 

振込口座 琉球銀行：大宮支店（店番号４０４） 

普通 ６３９２３２ 

氏名   名護市東海岸入会漁業組合 

＊郵送料の負担がありますので、ご注意ください。 

（いかの燻製は、４月～９月は冷蔵パックのため送料が

高くなります） 

詳しくは、事務局へお問い合わせください。 

バナナ５、６本が１００円ほどで売られてい

る。何かおかしくないか？ブランド化された高

地栽培バナナや低糖質バナナなど高級・健康志

向のバナナもなんだか違和感。日本ではほぼ生

産されていないバナナが年中手に入る。９８％

がフィリピンからの輸入です。フィリピンの人

たちは食べない輸出用バナナは、どんなふうに

作られているのか知っているだろうか。 

「バナナと日本人—フィリピン農園と食卓の

あいだ」(鶴見良行著)で警鐘が鳴らされてから

約４０年が経つ。少しは改善された面もあるが、

多くは植民地主義の延長のような多国籍アグリ

ビジネスによって生産されている。プランテー

ション開発、不当労働、低賃金、いまだに農薬

の空中散布も行われている。格差、貧困、健康

被害、環境破壊は深刻です。 

ある住民は「外国の食のために私たちの命が

代償になっている」と訴えます。労働者の闘い

は今も続いています。輸入するということは、

その土地から多くを奪い、循環しないというこ

と。遠くから運ぶのにエネルギーもかかる。本

書は「自分たちの生活の豊かさや安全を確保す

るためにリスクを他者に押し付けるあり方は、

バナナだけではなく、原発や米軍・自衛隊基地

にも通じる問題である。変化しつつも４０年以

上も解消していないバナナ生産地の問題に、い

ま一度向き合うことを通じて、他者にリスクを

押し付けないライフスタイルとは何かという問

いの答えをさがしていきたい」と問いかける。 

読み終えて、日々の買い物に考え込む。バナ

ナだけではない、私たちの食はどれだけ海外に

依存していることか。このコロナ禍で、食のこ

とをじっくり考えるのはいい機会だと思う。め

ざせ食糧自給率アップ！地産地消！ 

（関西 池側恵美子） 

「甘いバナナの苦い現実」 
石井正子編著 （発行：コモンズ） 

 

今回ご紹介するのは、名護市東海岸入会漁業組合です。 

名護市東海岸入会漁業組合 取扱商品のご紹介 
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3 月下旬でサトウキビの製糖時期が終わりました。この時

期道路にキビ（ウージ）の切れ端が落ちているのは見慣れた

光景である。運搬時にこぼれ落ちてしまうのだ。それをネタ

に書いた沖縄タイムスの 4 コマ漫画にクスっとしてしまっ

た（写真参照）大事な資源ですものね。 

また今はアーサー（アオサ・海藻）が採れる時期です。こ

の時期岩場はキレイな緑色に、干潟に岩場のくぼみにはりつ

いた緑の藻を指でつまんでせっせと採集します。よく洗って

乾燥させて汁物や天ぷらにしたら最高！！ 

3 月から 5 月はモズクも最盛期、強い太陽光と透明度の

高い水質、適度な雨も生育環境には必要です。日本で消費さ

れている 9 割以上が沖縄産なのです。栄養はもちろんお肌

の保湿など美容にも効果あり！他にも色々と自然の力あっ

てこその恵みに感謝感謝です。 

（沖縄 小平裕美） 

○わんさか通信 ★ ジュゴンの○わ 

 

年を重ねると一日が短い。環境破壊も文明崩壊も早

い｡それにしても政府のコロナ禍対応の遅さは見事だ｡

いつの間にか南西諸島の自衛隊配備は進み、野党もマス

コミも空騒ぎするだけで自民党支持率は下がらない。そ

れが、ジュゴンを祀ろはぬ神国の正体と言えばそれまで

だが、池上彰でさえ伊勢神宮の正体を明かそうとしない

から厄介だ。 

２月 2 日は節分。節は卩から生まれたジュゴン信仰

の節目の日｡古の民は、守護神ジュゴンの加護を分け祝

ったはずだ｡その倭国の歴史を奪い、平和の民を敵にし

鬼にし、神と共食すべき豆で追い払う儀礼の日にしたの

は、現天皇制に繋がる大和朝廷ではなかったか。 

2 月11 日は建国記念の日。戦前の紀元節同様、紀元

前 660 年 2 月 11 日を神武天皇の即位日とし、それ

を皇統の始まりと定めて祝う嘘の日｡戦後「建国記念の

日」に改め国民の祝日としたが、その嘘も正さぬまま今

年も過ぎた。 

3 月3 日は桃の節句・ひな祭り｡しかし、何故ひな祭

りか？何故桃の節句か？を「考えたことな〜い」チェッ

クしたらどうだ｡サンサンの重なる日は当然ジュゴンを

祭るべき日｡ジュゴンの加護で倭国を建国したヒミコ

は、奈良で盛大に祭事を執り行ったことが分かってい

る｡宮殿跡から大量の桃が見つかったのは豊玉姫と玉依

姫への捧物で、桃は中国道教の影響｡それを桃の節句・

ひな祭りというのは、魏志倭人伝に「大官を卑狗、副を

卑奴母離と曰う」に遡る。即ち、各地の日子や日奴杜=

ひなもりによって「日奴祭り」が行なわれていたという

こと。 

だがしかし、日本はジュゴンを祀らず辺野古埋立を加

速｡あろうことか沖縄戦激戦地糸満の遺骨混じりの土砂

を埋立に使うことを企み、それに警鐘を鳴らした具志堅

隆松さんが県庁前で3月1日〜6日までハンガーストラ

イキを決行｡最終日に「令美 2021」を歌ったが、正に

戦争前夜の日本だからであった｡ 又、3 月 11 日は東日

本大震災10 年であった｡ 

海勢頭豊（うみせど ゆたか：SDCC 共同代表） 

 

沖縄タイムスより（左） 
 
 
海岸に広がるアーサ（下） 
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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号京橋ベース 

（旧野口ビル）302  TEL/FAX 06-6353-0514 

＜関西＞ 

・アースデイ神戸2020+1 

 http://earthdaykobe.org/ 

 2021年5月4日（火祝）11：00〜17：00 みどりの日 

 2021年5月5日（水祝）10：00〜16：00 こどもの日 

 みなとのもり公園（三宮からポートライナー 貿易センタービル前下車すぐ） 

・じゅごん茶話会 

コロナの状況をみながら開催しています。ジュゴン掲示板を 

ご覧ください。 

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 

＜首都圏・全国＞ 

・沖縄県の「不承認」を支持する 辺野古ブルーアクション 

  呼びかけ：「止めよう！辺野古埋立て」国会包囲実行委員会 

   沖縄県が「不承認判断」をした日から 1 週間の行動 

   詳細は https://humanchain.tobiiro.jp/ 

・第21 回SDCC 総会 

 4 月18 日（日）13:30～ ZOOM にて（詳細は下記）  

《 今後のスケジュール 》 

皆さん、ジュゴンの脳を見たことはありますか?以前、脳ばかりを集めた展覧会があり、そこで
はジュゴンの脳も収められているというので見に行ってきました。 

いろんな動物の脳が所狭しと展示されていて見ごたえがありました。一番大きい脳はやはりシ
ロナガスクジラでした。小さいものは、これってどうやって取り出したんだろうと考えてしまうほど小さく
脳を収集する意気込みがすごかったです。 

さて、肝心のジュゴンの脳は下の写真です。皆さん、お気づきでしょうか。すごくシワがないと思
いませんか?あまりに「ツルツル」でびっくり!見かねた学芸員さんがシワがあるからと言って頭がい
いというわけではないですよ、と慰めてくれました。でも傍に天才と呼ばれた人間の脳も展示され
ていましたが、シワむっちゃ多い! 

それに、およそ体⾧３ｍもあるジュゴンですが、脳の大きさは犬のハスキー犬と同じくらいでし
た。これってどう説明してくれるんでしょう。下に象の脳も併せて並べてみました。遠いご親戚だけ
あって似てますねー。面白い!                        （関西 上田千鶴） 
 

第 21 回 SDCC 総会のお知らせ 
日時：4 月18 日（日） 13:30～15:30 

開催形式：ZOOM によるオンライン会議 

プログラム概要： 

 13:30 開会 
     代表挨拶 海勢頭豊 共同代表 
     国際情勢 吉川秀樹 国際担当 

     報告提案 蜷川義章 共同代表 
     質疑・討論 
 15:30 採択・閉会 

参加要領：参加希望の方は4 月15 日（木）までに、「SDCC

総会参加希望」と明記して、お名前、電話番号を、info@sdcc.jp 

へメールしてください。折り返し、ZOOM ミーティング参加

用のURL をメールいたします。 

 

 

辺野古の海に新たなジュゴンストーリーを 
      メッセージ写真・動画大募集 
「ジュゴンを守ろう」「辺野古ＮＯ」のメッセージ付きの写真・動画を送っ
てください。国内外に発信し、世論喚起したいと思います!締め切りは
5/10。応募方法など詳しくは、HP をご覧ください。 

ジュゴンの脳 象の脳 

「辺野古の海とジュゴンを守って、 
平和な世界へ」 

『聞かせて！ ～ジュゴンの声～』  

高垣喜三さん 安らかに 

昨年12 月1 日に亡くなった SDCC メンバー 
で、本部島ぐるみ会議、わびあいの里理事
として活躍された高垣喜三さんの散骨を3月 
21 日に辺野古の海で行いました。 

 


