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辺野古土砂北九州
発行…2021 年 10 月号・№23

｢遺骨の混じった南部の土砂を辺野古に使わないで｣｢日米地位協定の見直し｣の二つの
請願を、9 月 8 日、世話人 5 人で北九州市議会に提出しました。この日は、遠くからき
た世話人を優先して写真を撮ったら、｢男性ばっかし」になりました。

≪目次≫
北九州市議会に二つの請願署名提出。とくに｢土砂｣について・・・・・・・・・・
【エッセイ】結局は国策の犠牲に(浦島悦子)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【連続学習会・日米合同委員会】第 1 回目報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インフォメーション(映画・オンライン講習会・西山太吉さんを囲む会)・・・・
写真…八記久美子・その他ネットからいろいろ

発行 ｢辺野古土砂ストップ北九州」
元・｢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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｢遺骨の混じった南部の土砂を辺野古に使わないで｣｢日米地位協定の見直し｣の

二つの請願を北九州市議会に提出
10 人の市会議員が紹介議員に
辺野古土砂北九州の世話人会では、｢遺骨の混じった南部の土砂を辺野古に使
わないで｣と｢地位協定見直し｣の請願書の紹介議員のお願いに、8 月末から回っ
ていましたが、10 人の方に紹介議員になっていただきました。
■10 人の市会議員が
世話人会では、手分けをして紹介議員
のお願いに回った結果、村上さとこ市議・
井上しんご市議・荒川徹市議・高橋都市
議・大石正信市議・出口しげのぶ市議・
藤沢かよ市議・永井佑市議・いとう淳一
市議・山内涼成市議の 10 人の方に、紹
介議員になっていただきました。世話人
会では 9 月 8 日、北九州市議会に二つの
請願を提出しました。

だった本島南部の土砂を使用する計画の
撤回を求めています。これまで沖縄県庁
前と東京でハンガーストライキを行いま
した。また、全国 1743 の県議会と市町
村議会宛てに文書を送付し、土砂採取計
画断念を国に求めるよう要請しています。
その結果、9 月 23 日現在、25 の地
方議会で要請に応えた意見書が採択され
ています。北九州市議会にも具志堅さん
からの要請書が届いているはずです。

■どうすれば採択してもらえるか
北九州市の市会議員は 57 名です。そ
の中で紹介議員は 10 名。どうすれば採
択してもらえるか、世話人会では、色々
なところに働きかけを始めています。

■地位協定も 9 つの道県・216 の地方
議会が
地位協定の見直しは、9 月 8 日現在で
9 つの道県・216 の地方議会が、地位協
定の見直を求める意見書を政府に提出し
ています。福岡県内では、春日市・大牟
田市・築上町・鞍手町・糸田町・行橋市・
中間市の議会が意見書提出を行い、福岡
県議会に至っては 2003 年に地位協定
の見直しを国に求めています。にににに
ににににににに

■具志堅さんからの要請書が、北九州市
議会にも届いているはず
沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフ
ヤー」の具志堅隆松さんは、辺野古の新
基地建設の埋め立てに、沖縄戦の激戦地

左…故翁長雄志さん。翁長
さんの強い思いが、全国知
事会全会一致の、国への意
見書提出となりました。
右…具志堅隆松さん。沖縄
県庁前や東京でのハンガー
ストライキや様々な行動
が、多くの人の心を動かし
ています。
故・翁長雄志さん

具志堅隆松さん
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≪関連記事≫
｢基地の建設に賛成か反対かではなく単純に人道上の問題」と

具志堅隆松代表が主要政党等に公開質問状
沖縄戦遺骨収集ボランティア｢ガマフヤー｣の具志堅隆松代表は、9 月 17 日、自民
党総裁選候補者と主要政党に、｢沖縄本島南部の土砂採取に関する公開質問状｣を出し
ました。
回答期限とした 9 月 24 日までに、公明党、立憲民主党、共産党、日本維新の会、
社民党から｢回答する｣との連絡があったそうですが、自民総裁選候補者からは連絡が
ないということです。
現在、9 月 27 日(月)10 時。これまで｢回答する｣とした各政党の HP を検索しまし
たが、回答内容がヒットしたのは、共産党のみでした。できれば、各政党の回答文書
を掲載したかったのですが、時間的に無理でした。

沖縄本島南部土砂採取計画に関する公開質問
2021 年 9 月 17 日
沖縄戦遺骨収集ボランティア｢ガマフヤー｣
代表 具志堅隆松
(公開質問の趣旨)
沖縄で進められている辺野古新基地建設の海域埋め立ての為、沖縄防衛局
は土砂を沖縄本島南部からも採取を計画しています。南部地域は去る沖縄戦
で多くの将兵・住民が戦火に倒れ、未だに遺骨も埋もれている地域です。現に
私たちボランティアが遺骨を発掘していた最中の沖縄戦跡国定公園内の遺骨
発見現場も採石場の予定地となってしまいました。
国のために尽くした犠牲者の骨と血のしみ込んだ土砂を埋め立てに使うな
どあってはならないことです。戦没者への冒涜です。ご遺族に説明のつく事で
はありません。何故なら戦後に戦没者のご遺族の元に遺骨の代わりに届いた
｢御霊石｣は戦没地の土砂と言われています。その｢御霊石｣を埋め立てに使う
のは、国が先に行った遺族に対する慰霊行為を自ら否定することです。
南部地域の戦没者遺骨の特徴は、砲撃などによる破砕骨が多く、さらに 76
年の歳月の経過で風化が進み、採取不可能な小さな骨は土と化しているのが
現状です。
今回の｢埋め立て用土砂採取計画｣の撤回要請は、基地の建設に賛成か反対
かではなく単純に人道上の問題です。沖縄戦で亡くなった 77,458 名の日本
兵は全国から沖縄に派兵された青年たちです。このことは沖縄だけの問題で
はありません。全国の問題です。ぜひとも、戦没者の救済とご遺族の心情に沿
った対応を希望します。
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≪会員のみなさんへのお願いと他議会の状況≫
■署名用紙

■広がる賛同

｢沖縄戦戦没者の遺骨の残る土砂を、辺
野古新基地建設の埋め立てに使用しない
ことを求める請願署名｣の締め切りを9
月30日としていましたが、追加で市議会
に提出しますので、10月30日をめどに、
是非送り返してください。の
ののののののののの

具志堅隆松さんの呼びかけに賛同す
る議会は、沖縄県内をはじめ全国に広
がりつつあります。
奈良県は６月定例会で「『物言わぬ』
戦没者を２度殺すような人道に反する
行為」と断じ、遺骨を含む土砂を使わ
ないよう求める意見書を全会一致で可
決しました。
市・町議会では金沢市、茨木市、吹田
市、小金井市、長野市、上尾市、尾道市、
清瀬市、東久留米市等に続き、四条畷市、
三川町（山形県）
、上山市、三春町（福島
県）、川俣町（同）、土佐市等で採択され
ました。そして、9 月１５日には、大阪
市議会が政令指定都市として最初に採択
し、その後も、国立市、向日市（京都府）
などで採択が続いています。ぜひ、人道
的な問題として、北九州市議会でも採択
してほしいものです。

■お知り合いの市会議員さんへ
また、お知り合いに北九州市の議員さ
んがおられましたら、｢遺骨の混じった南
部の土砂を辺野古の埋め立てに使う事は、
イデオロギーではなく、人道上の問題」
だと、この会報を渡していただければと
思います。
みなさんのご協力をよろしくお願いし
ます。ののののののののののののののの
のののののののののののののののののの
こんな所で突然ですが、会報を
のののののののののののののの
読みやすいようにと、書体を変
えてみました。

≪名護市長選≫告示…22 年 1 月 16 日・投票日…1 月 23 日

新基地反対の岸本洋平さん出馬表明
●8 月 17 日、名護市議の岸本洋平さん(48 才)は名護
市内で記者会見し、来年 1 月の名護市長選への出馬表
明を行いました。岸本洋平さんは「基地問題は環境問題
でもあり、大規模な環境破壊は許されない。生物豊かな
辺野古・大浦湾の海を守り、立場の違いや主義主張を乗
り越えて、誇りある豊かな名護市を築いていく」と語り
ました。
●略歴…岸本洋平(きしもと・ようへい)1972 年 12 月
19 日生まれ。名護市出身。早稲田大大学院修了。岸本
建男元市長の長男で、2006 年の市議選に初出馬し当
選。現在 4 期目。

()()

岸本洋平さん
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浦島悦子の連続エッセイ ≪南の島から≫ №23

結局は国策の犠牲に…セイフクさんのヤップ島体験（２）
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
セイフクさんが数え 21 歳で、大川か
らミクロネシア諸島の一つ、ヤップ島に
渡ったのは、アジア太平洋戦争の始まる 2
年ほど前である。1 年前にヤップに行っ
ていた父親の呼び寄せだったので、渡航
費用を自分で払う必要はなかった（渡航
費用を自分で払って海外出稼ぎに行った
人たちは、そのために借金や給料の前借
りをしたので返済が大変だったという）。
セイフクさんは、ヤップ島のさらに離
島にあったリン鉱石採掘の会社で父とと
もに働いた。2 人とも採掘作業ではなく、
父は庶務、セイフクさんは会社がやって
いる豆腐屋の仕事だった。沖縄のソウル
フードとも言える豆腐は、ウチナーンチ
ュの多かった南洋諸島でもなくてはなら
ない食材だったのだろう。給料は、当時の
沖縄の工事人夫の 4 倍だったが、ヤップ
本島の方がもっと儲かるという話を聞い
て、1 年後に 2 人は会社を辞めて本島に
移った。

帯～熱帯の海岸に生える常緑小高木）か
らロープ用の繊維を取る仕事をした。戦
争のためフィリピンから麻が入らなくな
り、ロープの原料が不足していたので、飛
ぶように売れた。当時、南洋庁(日本の委
任統治機関)のヤップ支所長の月給が
300 円と言われていたが、セイフクさん
の収入はそれ以上だったという。
2000 円の貯金ができた頃、ヤップ島
でも米軍の空襲が激しくなった。
「ここで
お金を持っていると危ないから、早くシ
マに送りなさい。自分がまとめて送って
あげる」と、集めて回る人に貯めたお金を
託したが、それっきり連絡は途絶え、結局、
シマには届かないままだった。騙された
ことを知って悔しがっても、あとの祭り。
セイフクさんと同様、当時の海外出稼
ぎ者の多くが、苦労して儲けたお金を騙
し取られたり、敗戦の混乱の中で失った
りしている。それでも「命を儲けた」だけ
まし、なのかもしれない。沖縄戦の悲劇を
先取りしたサイパン（追い詰められて崖
から海に身を投げたバンザイ・クリフの
悲劇など）をはじめ他の島々でも多くの
ウチナーンチュが命を落とした。

ヤップ島で父子は、糸満出身のウミン
チュ(漁師)の家に世話になりながら仕事
を探した。この人は、沖縄と同様にサバニ
（木造の小舟）と網で漁をしていた。若い
セイフクさんを可愛がり、魚をたくさん
くれたという。ウチナーンチュ同士のつ
ながりの中で、父は地元に多いマングロ
ーブの木を使った炭焼きをやることにな
り、セイフクさんは木挽き（木材をのこぎ
りで切る）の仕事に雇われた。いずれも、
「シマでの経験が役に立った」
。
戦争が始まってから父は沖縄に帰った
(1942 年)が、セイフクさんは「儲かって
帰りたい」
「故郷に錦を飾りたい」という
思いから、ヤップに残ることにした。個人
で独立して、ユウナの木（沖縄を含め亜熱

日本が敗戦し、南洋諸島にいた日本人
は、日本に送還されることになった。し
かし日本に着いても、地上戦で焼け野原
になった沖縄への帰還は大幅に遅れ、セ
イフクさんが故郷の大川に帰り着いたの
は 1 年後だった。先に帰郷した父は、戦
争中、精神を病み、捕虜になった時に脱
走しようとして米軍に撃たれ、40 代の
若さで亡くなっていた。結局は｢国策｣の
犠牲になったセイフクさんの｢旅｣の、後
味の苦さを思うと切ない。
(うらしまえつこ)
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連れ連続学習会≪第２弾≫
テキスト…｢日米合同委員会｣の研究(吉田敏浩著、創元社)

第 1 回目報告
9 月 11 日から≪｢日米合同委員会｣の研究≫をテキストに、連続学習会が始まりまし
た。助言者は当会の顧問で弁護士の天久泰先生です。
月１回のペースで、輪読形式(読みたくない人は読まなくて構いません)の勉強会を行
います。今回は、緊急事態宣言下だったため、zoom での学習会となりました。また、1 回
目という事もあり、参加者の自己紹介をしていたら、テキストを読む時間が 40 分くらい
になりました。輪読後は感想等を出し合いました。
前回の｢日米地位協定｣の連続学習会の時も、天久先生に「おんぶにだっこ」状態でした
が、今回も、まとめを天久先生にしていただきました。

今回は、
テキストの
1～３１ページまで
勉強しました。

以下、テキストの内容の
要約です。

私たちが今回テキストに選んだ≪｢日米合同委員会｣の研究・吉田敏浩著≫は、大き
く 5 つに分かれています。その内容は、≪1≫日米合同委員会とは何か。≪2≫なぜ日
本の空は、いまでも米軍に支配されているのか。≪3≫日米占領管理はどのようにし
て継続してきたのか。≪4≫最高裁にもあった裏マニュアル。≪5≫密室の協議はこ
うして行われる…です。それでは、≪1≫日米合同委員会とは何か…から、勉強を始めた
いと思います。
■銃を持った日本人警備員のいる都心の米軍基地
著者は最初に東京都港区南麻布四丁目の「ニューサンノー米軍センター」
、通称ニュー
山王ホテルを紹介します。米軍関係者専用の高級宿泊施設で、銃を携帯して武装した警
備員（日本人）がおり、日米地位協定による米軍の「排他的管理権」が及ぶ施設です。
日本国の規制が及ばない事実上の治外法権の基地です。日本では銃刀法により銃所持は
厳しく規制されていますが、なぜ銃を携帯できるのだろうか、それは日米地位協定に規
定があるわけではなく、その背後にある日米両政府の秘密合意が関係していることを筆
者は示唆します。
■日本のエリート官僚とアメリカの高級軍人が集う日米合同委員会
日米合同委員会は、日本における米軍の基地使用・軍事活動の特権などを定めた日米
地位協定の具体的な運用について協議するための機関です（日米地位協定２５条）。
協議の及ぶ事項は以下のようなものがあります。
①提供される米軍基地・演習場の場所の決定
②基地にするための私有地の強制収容
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③滑走路や兵舎など各種施設の新設や移設の実施計画
④米軍機に関する航空交通管制
⑤オスプレイなど米軍機の訓練飛行や騒音問題
⑥墜落事故などの調査や被害者への補償
⑦米軍が使用する電波の周波数の調整
⑧米軍関係者の犯罪の捜査や裁判権の問題
⑨基地の環境汚染
⑩基地の日本人従業員の雇用・労働条件
1952 年（昭和 27 年）4 月 28 日に対日講和条約、日米安保条約、日米行政協定（現
地位協定）が発効したのに伴い、日米合同委員会も発足しました。日本政府中央官庁の
高級官僚と在日米軍の高級軍人とアメリカ大使館の高級外交官ら 13 名で構成されてい
ます。
そして、日米合同委員会の下に補助機関として各種分科委員会や各種部会などが下部
組織として置かれています。2016 年 10 月時点で、分科委員会が 16、特別分科委員
会が１、部会が１０、特別作業部会が１、特別作業班が１です。これらの下部組織は各
分野の実務的、技術的問題を協議します。
■米軍の軍事的要求を最優先にして協議
下部組織も含めると日本側メンバーは１４７名であるという記録があります（１９６
９年）。
施設分科委員会だけは数多くの部会を持っていますが、それは基地・演習場の提供、
返還、施設の新設や移設など扱う範囲が広く実務作業の量も多いからです。
分科委員会や部会などで合意される事項は「覚書」や「勧告」として日米合同委員会
の本会議に文書が提出され、承認を受けることになっています。
日米合同委員会の日本側の事務機関の役割は、日本側は代表である外務省北米局長の
もと、北米局日米地位協定室が担っています。米側はほぼすべて在日米軍司令部所属の
軍人、日本側は官僚＝文官が出席する違いがあります。日米合同委員会の場合、本来は
立場が違うはずの文官と
軍人の組み合わせになっ
ているため、アメリカ側
は常に軍事的観点から協
議に臨み、軍事的必要性
に基づく要求を出してき
ます。米軍基地の運営や
訓練をはじめ、あらゆる
軍事的活動を円滑に行う
ことを最優先にしていま
す。

南麻布にある｢ニュー山王ホテル」

■日米合同委員会について大使館の口出しを許さない米軍部
このような軍人と官僚が直接関係することについては、７０年代に在日アメリカ大使
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が問題視し、介入しようとしましたが米軍部の強い反対に遭いつぶされてしまったとい
う経緯もありました。
■現在までに 1600 回以上開かれている日米合同委員会
1960 年の日米安保改定で、日米合同委員会の法的根拠が行政協定から地位協定に
変わりましたが、協議は 1600 回以上も開かれている計算になります。日米それぞれ
の代表は、単に委員会の代表であるというにとどまらず、日米双方の政府を代表する立
場にあるとされています。委員会の議長は日米で交互に行うこととされ、米側が議長の
場合はニューサンノー米軍センターで開かれます。 （第 1 回目はここまで）

≪参加者コメント≫
☀銃を持った日本人
警備員のいる都心の
米軍基地に、驚かさ
れる。

☀日本のエリート官僚
とアメリカの高級軍人
が集う｢日米合同委員
会｣に一種の異様さを
感じる。

☀銃刀法違反の問題があるのでない
か。日本では警察や狩猟者は国内法に
基づいて訓練や講習を受け、免許を持
っているが、ニューサンノー米軍センタ
ーの警備員はどうなのだろうか。

☀東京に行った時、帰りにこの
ニ ュー山王 ホテ ルを見 に行っ
た。以前から｢日米合同委員会｣
の学習会をしたかったので、嬉
しい。多くの人に、日米合同委
員会の事を知ってもらいたい。

☀日米合同委員会の存在は憲法を形骸
化させているに等しいが、その一方で改
憲論議を強行に押し進めようとする政府
の態度はおかしい。

学習会は、毎月第 2 土曜日
に予定しています。時々でも
構いませんので、参加してみ
ませんか。

≪第 2 回目は≫
日時…10 月 9 日(土)10 時～
会場…北九州生涯学習総合センター・31 会議室
内容…内容は、委員会の協議方式や議題はどのように決まるのかについて学習し
ます。 ※輪読形式ですが、読みたくない人は読まなくていいですよ。
zoom 参加ご希望の方は、kanpaneruar888k@gmail.com まで、申し込み
をお願いします。10 月 8 日(金)午前中に≪招待メール≫を送信します。
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久しぶりの映画上映会です。ぜひご覧ください。

映画

ちむぐりさ

菜の花の沖縄日記
11 月 16 日(火)
ウェルとばた・中ホール

詳しくは
同封のチラシを
ご覧ください。

①11：00〜 ②14：00〜 ③18：30
能登半島で生まれた坂本菜の花さんは、沖縄のフリースクールに通う 15 才。70 年余り
前の戦争で学校に通えなかったお年寄りとの交流を通じて、彼女は沖縄で今なお戦争が続
いていることを知ります
*
この映画を、以前見たことのある当会の世話人は「若い人のみずみずしい感性や希望が
感じられ、見終わった後にさわやかさが残る映画だった」と語ります。世話人会では、「しば
らく心が豊かになるような取り組みができていないので、いいのではないか。この映画を
是非見てみたい」ということで、当会で取り組む事にしました。
*
なお、この映画上映は、文化庁の｢コロナで苦しむ文化・芸術の事業者を支援する事業」の
一環として、(有)シネマ・アルチさんとの共催で取り組みます。

映
画
の
一
場
面
綺麗な海見に来てたのに何で泣くか？

参加費 1400 円。同封のチラシを持参すると 1200 円で見られます。
チラシには詳しく書いていませんが、学生さん・障がいのある方・生活保護制度利用中の方は
600円です。証明は必要ありません。受付で｢600円で｣と、伝えてください。
高校生以下は無料です。連絡先はチラシをご覧ください。
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講習会ご案内

9 月は緊急事態宣言の関係で、取り組みを中止せざるを得ま
せんでしたが、10 月は予定通り行います。9 月参加予定のみ
なさんには、ご迷惑をおかけしました。

これであなたも
自宅から学習会
や講演会に
参加できる

｢ノートパソコン｣か
｢スマホ｣があれば大丈夫。
オンラインや zoom が
初めての､あなたのための
講習会です

≪オンライン初心者教室≫
■プログラムなど
ここすごく
○当日は、あなたのノートパソコンかスマホを、ご持参ください。
大事です。
※充電してご参加ください。会場にコンセントはありません。
○実際に、あなたのパソコンやスマホで zoom ができるようにします。
※メールアドレスをお持ちでない方は、アドレスを取得してご参加ください。
※アドレスの取得がよくわからない方は、詳しい方や、パソコンやスマホを購入
したお店に、ご相談ください。
○プロジェクターを使い、画面を確認しながら進みます。また、その場で
みんなで zoom 会議をしたり、zoom での DVD 鑑賞の体験をします。
○参加費は無料です。
○申し込みは下記アドレスまで必ず、必ず、お願いします。

kanpanerura888k@gmail.com
■日時
110 月 17 日（日）14 時～
北九州生涯学習総合センター(3 階大ホール）
■講師
門司区 9 条の会 竹内俊一さんと
竹内さんの先生の谷瀬未紀さん
■主催…辺野古土砂ストップ北九州
お問い合わせは 080-1730-8895 八記まで
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≪ご案内≫

西山太吉さんを囲む会
10 月 16 日(土)14 時～
場所は未定です。参加希望の方は
大野:090-4482-0043・宗吉:090-8418-0472
までお電話ください。
今年の 5 月 8 日、西山太吉さんを囲んで「日本にとって沖縄返還とは何んだっ
たのか」をテーマに懇談しました。その後、この懇談会を定期的に開いてはどうか
という事になり、偶数月に開催しようという事になりました。ただ、コロナ禍で 90
歳という、西山さんを取り巻く状況を考えると、無理もできません。
ただ、会報 5 月号・№18 に最初の懇談会の報告を掲載していますが、｢世話人
中心で聞くのはもったいなかったね｣というのが、参加者の感想でした。
今回は、｢世界・10 月号｣に掲載された、西山さんの記事を皮切りに、お酒と料
理はないけれど、居酒屋で話しているような雰囲気で、有意義なひと時を過ごし
たいと思っています。
西山太吉さんプロフィール…1931 年生まれ。毎日新聞社勤
務中、沖縄返還をめぐる密約の取材で、不当に逮捕・起訴さ
れ、２００９年に沖縄密約情報公開訴訟で勝利するまで長い
闘いを続けてこられました。

当時の新聞の見出しには、
「国の秘密主義に風穴」と書かれている。↑
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西山太吉さん

≪辺野古土砂北九州・今後の予定≫
●10月9日(土)…≪天久学習会・日米合同委員会第2回学習会≫
10時～ 生涯学習総合センター・31学習室・zoom併用
●10月16日(土)…≪西山太吉さんを囲んで≫14時～ 会場検討中
●10月17日(土)…≪オンライン初心者教室≫14時～
生涯学習総合センター3階・大ホール
●10月22日(金)…≪小倉駅街頭宣伝≫16時30分～ ※10月は金曜です。
●10月27日(水)…≪世話人会≫14時～ 生涯学習総合センター・21学習室
●11月03日(水)…≪会報発送作業≫14時～ 生涯学習総合センター・21学習室
●11月13日(土)…≪天久学習会・日米合同委員会第3回学習会≫
10時～ 生涯学習総合センター・情報学習室・zoom併用
●11月24日(水)…≪世話人会≫14時～ 生涯学習総合センター・21学習室
●11月27日(土)…≪小倉駅街頭宣伝≫16時～

緊急事態宣言下では、中止やzoom開催となります。また日程が変わることもあ
りますので、参加される方は、下記世話人にご確認ください。お手数をおかけしま
すが、よろしくお願いします。

≪辺野古土砂ストップ北九州の口座≫
【辺野古土砂ストップ北九州の口座は】
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…「辺野古土砂ストップ北九州」※以前の名前の振込用紙も使えます
【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。

振込手数料がめっちゃ高くなります
当会では、会費を振り込んでいただくのに、郵便局の青色の振込用紙(料金払込人
負担の払込取扱票)を使っていますが、この手数料が、21 年 11 月 1 日から、現金
で振り込む場合は 262 円になりますので、ご注意ください。郵便局の通帳・カード
で振り込む場合は 152 円(変更なし)です。

≪辺野古土砂ストップ北九州≫
〒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
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