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辺野古土砂北九州 
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大接戦を制して当選した沖縄選挙区の伊波洋一さん。休む間もなく、今度は沖縄県知事選が、

8 月 25 日告示、9月 11 日投開票で行われる。写真は当確が出て喜びのカチャーシーを踊る、

伊波洋一さんと玉城デニー知事。(琉球新報より) 
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≪プロローグ≫軍事同盟のない世界は実現可能か 

■軍事対軍事の対抗の結果が、第 2次世

界大戦だった 

日本では基地が拡大強化され、米軍と

自衛隊が実戦さながらの共同訓練を陸

海空で繰り返しています。新たな米軍基

地を作るために、沖縄県辺野古の美しい

海を埋めたてる作業が今日も強行され

ています。このような戦争の態勢づくり

は何のためでしょうか。２１世紀のこの

世界で、何がそれをさせるのでしょうか。 

いまや世界は第２次世界大戦後の冷

戦時代に戻ったようです。ロシアがウク

ライナを侵略して、中国はロシアと連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を深めています。 

米国や欧州諸国はこれを理由に、軍事

同盟であるＮＡＴＯ(北大西洋条約機構)

を強化しています。日本政府は 2022 年

紛争を軍事でなく話し合いで解決するために 

軍事同盟のない世界を展望する 

ジャーナリスト 末 浪 靖 司 

 

南西諸島(種子島・馬毛島～奄美～沖縄～与那国島までの琉球弧と呼ばれる

島々)に配備される自衛隊員の数が、種子島と馬毛島 1000 人・奄美大島 600

人・沖縄島 8000人・宮古島 800人・石垣島 600人・与那国島 200人。あわ

せて 1万人を超えることを、5月号の会報でお知らせしました。 

さらには、奄美・沖縄・宮古・石垣の4つの島には、ミサイル基地がつくられ、す

でに弾薬を運び込んだ島もあります。いま南西諸島は、アメリカの戦争に巻き込

まれる可能性がどんどん高まっています。 

 と、同時に、私たちは 1962 年のキューバ危機をはじめ、話し

合いで戦争を回避してきた歴史も知っています。 

今号では、世界の軍事同盟の実態と、実際に紛争を平和的に

解決するため歩み続けているＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）

について、末浪靖司さんに、原稿をお願いしました。 編集部 

 

筆
者
の
末
浪
靖
司
さ
ん 
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1 月 7 日の日米安全保障協議委員会で

「自由で開かれたインド太平洋地域に

関与する」ことを米国に約束しており、

問題が起きれば、米軍と自衛隊がインド

太平洋地域に出かけて戦争する危険が、

強まっています。 

このように各国が軍事に軍事で対抗

するとして、互いに軍事同盟を結んで対

抗して起きたのが、あの第２次世界大戦

でした。 

■教訓から生まれた｢国連憲章｣ 

国連憲章はその教訓から「共同の利益

を除く外は武力を用いない」と定めまし

た。とりわけ日本は侵略戦争を起こした

国として、憲法で「陸海空その他の戦力

を保持しない。国の交戦権を認めない」

と定めました。自国の紛争で武力を使わ

ないのであれば、それを保有する必要は

ありません。 

■世界の新しい歴史は始まった 

それでは、国際紛争を平和的に解決し

て、日本の平和憲法を生かせるような条

件や展望はないのでしょうか。 

その展望は開けています。東南アジア

では各国がそうした道を選択して、互い

に協力するようになってきました。ここ

はかつて各国が英仏などの植民地にさ

れ、第２次大戦では日本軍に占領される

など、苦難の道を歩んできました。戦後

は各国が独立しましたが、米ソ冷戦下で

は地域紛争が繰り返されてきました。し

かし、いまやＡＳＥＡＮ(東南アジア諸

国連合)という連合体が生まれ、戦争の

ない地域づくりの努力が続けられてい

ます。その意味で世界の新しい歴史が始

まったともいえます。 

本稿ではそうした状況を紹介し、軍事

同盟のない世界を展望したいと思いま

す。米国との軍事同盟に縛られ、侵略と

戦争への道を進んでいる日本にとって

は、そこから教訓を得ることが極めて重

要になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

≪1≫世界の軍事同盟の現状 

■ロシアがウクライナ支配を当然と考え

る訳 

いまウクライナでは、ロシア軍による

凄惨な殺戮と破壊が行われ、世界の人々

が「ロシアは戦争をやめろ」と声をあげ

ています。国連総会では 141 ヵ国という

圧倒的多数の国々が賛成して、ロシア非

難の決議が採択されました。 

ロシアの侵略は、旧ロシア帝国やソ連

のスターリンの時代にウクライナを支

配していたことを当然として、21 世紀の

今日になっても軍事力により支配しよ

うとする根深い大国主義からきていま

す。 



4 

 

■日米軍事同盟とNATOがつながる⁉ 

たしかに、米国をはじめＮＡＴＯ諸国

は、軍事力を増強し、軍事同盟を拡大し

ています。2022 年 6 月末にスペインで

開催されたＮＡＴＯ首脳会議は「ロシア

の脅威と敵対行動」を理由に、「すべての

同盟国のための抑止力と防衛力を大幅

に強化する」と宣言しました。この会議

には、日本の岸田文雄首相も参加しまし

た。日米軍事同盟がＮＡＴＯと結んで、

機能を拡大する恐れがあります。 

■ロシア・中国、NATOの言い分 

プーチン大統領は、ＮＡＴＯの東方拡

大が問題だと言っています。ロシアのウ

クライナ侵略をＮＡＴＯ拡大のせいに

する点では、中国はもっと徹底していま

す。中国はウクライナ戦争の当初、「中立」

と言っていましたが、後では言わなくな

り、「ＮＡＴＯ拡大が戦争の原因」と言っ

て、ロシアの軍事侵攻を事実上支持して

います。 

ＮＡＴＯの宣言は、中国についても初

めて述べ、「野心と威圧的な政策は我々

の利益と安全保障、価値観に挑戦してい

る」と、それを軍事同盟強化の重要な理

由にしました。 

そこで、この機会に、ウクライナ戦争

と軍事同盟の関係を考えてみましょう。 

■第１次世界大戦も第２次大戦も 

これまで大きな戦争はだいたい軍事

同盟の対抗から起きました。第１次世界

大戦も第２次大戦もそうでした。いまこ

の日本で、米軍と自衛隊が戦争を想定し

て戦闘訓練を繰り返しているのも、日本

が日米安保条約という軍事同盟をアメ

リカと結んでいるからです。辺野古の海

を埋めて、米軍基地の建設を強行してい

るのも、米軍が戦争するために日米軍事

同盟により要求したものです。 

まず軍事同盟とは何か。それはなぜ大

きな戦争を起こすのかということを考

えましょう。 

■軍事同盟とは何か 

内閣法制局法令用語研究会が編集執

2022 年 7月 5 日現在のNATO 加盟国は、アイスランド・アメリカ合衆国・イタリア・イギリス・

オランダ・カナダ・デンマーク・ノルウェー・フランス・ベルギー・ポルトガル・ルクセンブルク・ギ

リシャ・トルコ・ドイツ・スペイン・チェコ・ハンガリー・ポーランド・エストニア・スロバキア・ス

ロベニア・ブルガリア・ラトビア・リトアニア・ルーマニア・アルバニア・クロアチア・モンテネグロ・

北マケドニア・スエーデン・フィンランドの全 32 か国 
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筆した『法律用語辞典』（1993 年有斐閣）

は、軍事同盟について次のように書いて

います。法令や条約の管理を司る政府の

専門家が書いたものです。 

｢ぐんじどうめい［軍事同盟］軍事的な

共同行動を盟約する国家間の協定関係。

各国が個別的に自国の軍事的な利害に

基づいて結ぶもので、戦前の日独伊３国

同盟などがこれに当たる。一般には、共

通の仮想敵国(陣営)を想定したものであ

り、国際連合等による集団的安全保障と

は本来その性格を異にする」 

軍事同盟は、仮想敵国をもつものであ

り、各国が互いに相手国の安全を保障し

あう集団的安全保障とは相いれないの

です。 

■多くは解体消滅し、残っているのは 

軍事同盟は古くからありますが、とり

わけ第２次世界大戦後は東西冷戦のな

かで、米ソを盟主とする軍事同盟が世界

中で結ばれました。 

 東側では、ワルシャワ条約や中ソ友好

同盟条約などが結ばれました。しかし、

後者は 1960 年代に中ソ対立の中で解体

し、前者も 1991 年のソ連・東欧崩壊で

解散しました。 

西側では、米国主導でＮＡＴＯ、日米

安保条約、米韓相互防衛条約、米台防衛

条約、ＡＮＺＵＳ、ＭＥＴＯ(中東条約機

構)、ＳＥＡＴＯ（東南アジア条約機構）、

米比相互防衛条約、米州相互防衛条約な

ど、多くの軍事同盟が結ばれました。し

かし、その多くはすでに解体し、ＡＮＺ

ＵＳはニュージーランドが非核地帯を

宣言して機能が停止しています。 

いま残っているのはＮＡＴＯ、日米安

保、米韓条約くらいですが、いずれも最

近ますます強化されています。 

ＮＡＴＯの場合は、ウクライナ支援で

も加盟国が米軍の指揮下で参戦するの

ではなく、ＥＵ（欧州連合)で協議して各

国が自らの判断で行っています。しかし、

日米軍事同盟ではそれとは違って、米軍

が自衛隊を指揮して、地球上のどこでも

戦争できるように共同訓練を繰り返し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ソ連崩壊後は次々にＮＡＴＯに加盟 

ソ連が 1991 年に崩壊した後は、かつ

てワルシャワ条約機構に入っていた東

欧諸国が、次々にＮＡＴＯに加盟しまし

た。ロシアのウクライナ侵略が始まると、

最近になって、非同盟・中立を宣言して

いたスウェーデンやフィンランドも入

りました。 

米国はロシアや中国の脅威を宣伝し

て、軍事同盟を強化し、自らの覇権と軍

事力を拡大しており、ブリンケン米国務

長官は「バルト地域にＮＡＴＯがより永

久的な基地をつくる」と述べています

（ウオール・ストリート・ジャーナル

2022 年 3 月 8 日）。バルト地域はソ連崩

壊後に独立したエストニア、ラトビア、
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リトアニアの３国です。エストニア、ラ

トビアはロシアと国境を接しています。 

■軍事同盟やめ、自主的な道の選択を 

このような状況は、日本でも日米安保

条約を廃棄し、軍事基地や共同作戦のく

びきから解放されるためには、ロシアや

中国の覇権主義を解明し、安保条約を廃

棄して日本の安全を守る道筋を国民的

に明らかにすることが必要になってい

ることを教えています。 

その点でも、ＡＳＥＡＮ諸国が軍事同

盟から離れ、自主的な道を選択して実績

をあげていることが非常に参考になり

ます。 

そこで、ＡＳＥＡＮと何か、東南アジ

アの国々はいったいどのようにして軍

事同盟から解放されたのか、ということ

を見ましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪2≫ＡＳＥＡＮとは何か…その歴史、役割は？ 

■軍事同盟の反省から誕生した ASEAN 

第２次世界大戦で戦場になり、戦後も

過酷な戦争の体験をしてきた東南アジ

ア諸国が、平和、安全を確保する道に踏

み出しています。この地域の各国が軍事

同盟に入らず、紛争を平和的に解決しよ

うと決意して１９６７年につくったの

が、ＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合

Association of Southeast Asian Nations）

です。 

冷戦時代の軍事同盟への反省から、Ａ

ＳＥＡＮは当初、インドネシア、マレー

シア、フィリピン、シンガポール、タイ

の５ヵ国でしたが、その後、ブルネイ、

ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボ

ジアが順次加盟し、現在は 10 ヵ国で構

成されています。 

■1年を通じて政策協議が 

バンコクで採択された宣言は、目的の

一つに「諸国間関係において正義と法の

支配に対する変わることなき尊重、及び

国際連合憲章の諸原則の遵守によって

地域の平和と安定を促進すること」を掲

げました。領域内の人口は６億 2000 万

人(2014 年)で、その後も増え続けていま

す。 

ＡＳＥＡＮの最高意思決定機関は、首

脳会議「ＡＳＥＡＮサミット」です。ま

た分野別の閣僚会議や委員会が開かれ、

１年を通して様々な分野で政策協議が

行われています。事務局はインドネシア

のジャカルタにおかれています。 

■インドネシアが果たした役割 

ＡＳＥＡＮ創設に積極的な役割をは

たしたインドネシアは、冷戦時代から非

同盟・中立の政策を進めてきました。

1955 年にはインド、セイロン（現スリラ

ンカ）、ビルマ（現ミャンマー）、パキス
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タンとともに、アジア・アフリカ会議を

開催しました。ここで出されたのが有名

なバンドン 10 原則です。 

バンドン 10 原則は「世界の平和と協

力の増進に関する宣言」に書かれ、基本

的人権及び国連憲章の目的と原則の尊

重、集団的防衛機構をいかなる大国の特

殊利益のために用いない、などです。 

■フィリピン・タイ・マレーシアの思い 

フィリピンやタイがＡＳＥＡＮ創設

に動いたのは、東南アジア条約機構（Ｓ

ＥＡＴＯ)の加盟国として、米国に要求

されてベトナム戦争に軍隊を送ったこ

とへの反省がありました。ＳＥＡＴＯは、

冷戦時代の 1955 年に反共軍事同盟とし

て米国主導で発足し、1977 年６月に解散

しました。 

またシンガポールは 1980 年代以降に

高度経済成長を実現し、マレー半島南端

の都市国家として知識や情報を集める

拠点として発展しました。1992 年に同国

を訪問した筆者(末浪)に対して、現地の

知識人は第２次世界大戦中に体験した

残虐な戦争を繰り返させない平和の決

意を語りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■平和と安全を守るうえで重要なのは 

東南アジアは太平洋とインド洋を結

ぶ戦略的要衝に位置しており、大きな経

済力、軍事力をもつ米国、中国など大国

が重要な利害関係をもっています。対し

てこの地域の国々の軍事力、経済力はそ

れほど大きくありません。平和と安全を

守るうえで重要なのは、各国がよく協議

して、話し合いで問題を解決するととも

に、大国に対してもそれぞれの関係を読

み取り、自分たちが望む地域の平和秩序

を形成できるよう、外交によって働きか

ける必要があります。それは、それぞれ 

の国がバラバラにやったのではとても

不可能です。 

また国々の政治状況は大きく異なっ

ており、大国との利害関係もさまざまで

す。安全保障や重要な経済の問題でそれ

らを調整しながら大国と向き合う必要

があります。 

■ASEAN憲章で民主主義と人権を明記 

ＡＳＥＡＮは、1970 年代初めには平

和・自由・中立地帯(ＺＯＰＦＡＮ)構想

を打ち出し、1975 年のベトナム戦争終了

後には、ＴＡＣ(東南アジア友好協力条 

 

 

 

 

 

インドネシアの首都ジャカルタにある、

ASEAN 本部。 

加盟国は 2022 年 7 月 1 日現在、インド

ネシア・マレーシア・フィリピン・シ

ンガポール・タイ・ブルネイ・ベトナ

ム・ラオス・ミャンマー・カンボジア

の 10 カ国。  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:ASEAN_HQ_1.jpg
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約)を結びました。これはＡＳＥＡＮを

母体として、日本、中国、インド、ロシ

アにくわえ、アメリカ、フランスなど西

側軍事同盟国も入っています。域外の大

国をＡＳＥＡＮの側から制御する方式

として、ＡＳＥＡＮ外相会議の仕組みも

1970 年代に導入しました。 

その後、ＡＳＥＡＮ憲章を採択し、組

織の目標を確認するとともに、民主主義

と人権の尊重を、ＡＳＥＡＮ協力の共通

の基盤にすることを合意してきました。

ＡＳＥＡＮ各国の関係を、協力と結束の 

基盤を強め、不戦の体制に変えようとい

う考え方です。ＡＳＥＡＮ10 ヵ国と日米 

中など８ヵ国で構成する東アジアサミ

ット(ＥＡＳ)を強化して、ゆくゆくは東

アジア規模の友好協力条約にしようと

いう構想も生まれています。 

最近は米中両国の対立が激しくなり、

双方がアジア太平洋を重視し、米英豪に

よるＡＵＫＵＳなどの枠組みが作られ

るなど、域内の軍事力強化が進んでいま

す。そうした中、2022 年７月インドネシ

アのバリ島で開かれた 20 ヵ国・地域

(G20)外相会議開幕式で同国のルトノ外

相は「G20 にはウクライナ戦争を終わら

せる義務があり、多国間主義発揮を」と

各国に呼びかけました。11 月には主要国

首脳会議(Ｇ20)がインドネシアで開か

れます。 

 

 

 

 

≪3≫東アジアにＡＳＥＡＮのような組織をつくれないか 

■台湾海峡の現実直視して 

ウクライナ戦争では、岸田政権が防弾

チョッキなどをＵＡＥ(アラブ首長国連

邦)から自衛隊機で現地に輸送しました

が、そこには自衛隊が戦地に出動できる

条件をつくることにねらいがあります。 

ウクライナ戦争との関係で多くの

人々が心配しているのは、中国軍が台湾

に侵攻するのではないかということで

す。中国は連日のように戦闘機や爆撃機

を台湾島に接近させ、空母｢遼寧(りょう

ねい)｣や駆逐艦などが太平洋側からも

台湾を威嚇しています。 

米国のバイデン政権は 2022 年２月に

出した｢インド太平洋戦略報告｣で、｢中

国はインド太平洋地域での勢力圏を拡

大、世界で最も影響力のある国家になる

ことをめざしている」「インド太平洋地

域が最も深刻だ」と書いて、中国と戦争

になるかもしれないという危機感をあ

おって、米国の戦争態勢に自衛隊を動員

しようとしています。 

■｢平和・安全｣の反対の道を進む日本 

日本政府はこのような情勢を利用し
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て台湾島と100キロほどしか離れていな

い与那国島をはじめ南西諸島に自衛隊

を配備し、危機感をあおっています。

2021 年 11 月には、陸海空自衛隊３万人

が参加して領域横断作戦の大規模演習

を強行しました。これは、日本が軍事同

盟と決別して外国軍事基地を撤去して、

ＡＳＥＡＮのように平和・安全の道へ転

換するのとは、反対の方向です。 

■憲法を守り、軍事同盟と決別する 

いまこそ、日本を含む東アジアにもＡ

ＳＥＡＮのような平和の枠組みを作れ

ないか、そして、それを実現するために

は日本は何をすべきかということを考

えなければなりません。 

その点で日本国民が 75 年以上も守り

続けている日本国憲法、とりわけ第９条

が大きな役割を果たします。米国の有力

新聞ニューヨーク・タイムズ４月 12 日

付は「日本、平和憲法改廃に動く」とい

う見出しの大型記事を載せ、９条の積極

的意味を明らかにするとともに、その改

廃に動いている岸田政権の危険を指摘

しました。３月 23 日に日本のテレビで

演説したウクライナのゼレンスキー大

統領は「憲法９条を認識している。日本

国民の平和に対する認識も理解してい

る」と同国のコルンスキー大使が述べて

います。 

日本はかつてアジアを侵略して世界

を相手にして戦争した反省にたち、憲法

９条を守って、日米軍事同盟から決別し

なければなりません。そうしてはじめて

アジアの人々は日本を信用して、東アジ

アで平和の共同体をつくろうというこ

とになるでしょう。(すえなみやすし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪ご案内≫ 

｢辺野古土砂ストップ北九州｣ 

第8回定期総会 
●日 時…8月20日(土)13:30～ 

●場 所…男女参画センター｢ムーブ｣小セミナールーム 

(小倉北区大手町) 
 

※議案書は、8月号の会報に掲載し、8月3日に発送作業 

を行います。みなさんのお手元に届くのはその1週間後く 

らいになります。現時点では、集まって総会を行う予定で 

すが、コロナの感染拡大次第では、書面総会になる可能性 

もあります。どうするかは、8月号の会報でお知らせします。 
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今年の沖縄の梅雨は尋常ではなかっ

た。梅雨入り・梅雨明けの時期は例年と

さほど変わらなかったが、雨の降り方が

常軌を逸していた。例年、2～3 日降れば

2～3 日晴れる、というようなサイクルだ

が、今年は梅雨入り以来、ほとんど太陽

を拝めず、連日、バケツをひっくり返し

たような雨が降り続き、「大雨警報」「洪

水警報」がひっきりなしに発出された。 

 

大雨で気になるのは「赤土流出」だ。

私の住むヤンバル地域の特徴である「赤

土」とは、「国頭（くにがみ）マージ」と

呼ばれる酸性土壌で、粒子が細かいため

降雨によって流れやすい。真水に溶けて

運ばれた赤土は、海水に混じると沈殿す

る性質を持っている。大雨直後の海は真

っ赤に染まるが、しばらく経つと青さを

取り戻す。しかし赤土はなくなったので

はなく、沈殿して生きたサンゴにかぶさ

り、サンゴを窒息させてしまうのだ。 

森林が乱伐されて裸地になると、そこ

から流れ出た赤土が海のサンゴを死滅

させ、サンゴ礁に生きる魚たちや海の恵

みが失われてしまうことを、ヤンバルの

先人たちは経験的に知っていた（ジュゴ

ンも、赤土の付着した海草は食べない）。

「山ぬはぎーねー 海んはぎーん」とい

う昔から言い慣わされてきた格言は、そ

れを見事に表現している。直訳すれば

「山が剥げると海も剥げる」、つまり「山

が荒廃すれば海も荒廃する」という戒め

の言葉なのだ。 

   

今年の梅雨時、大浦湾の赤土汚染は目

を覆うほどひどかった。その最大の原因

は、新基地建設現場に隣接するキャンプ

シュワブ基地に新ゲートを造ると称し

て自然林が広範囲に伐採されたことだ。

それも、切るというより重機で根こそぎ

剝ぎ取るような、見るに堪えない乱暴な

やり方だった。新基地建設も含め、「大

雨・洪水警報」が出されても工事は止ま

らない。山も海も激しく泣いていた。 

あまりにひどい状況に耐えかねて、私

の所属するヘリ基地反対協議会では、沖

縄防衛局に対し、赤土流出の原因究明と、

最低でも「大雨・洪水警報」が出たら工

事を中止するよう要請に行った。ところ

がその回答は、「工事による濁りは確認

していません」⁉ 目が点になり、開い

た口が塞がらなかった。「真っ赤に染ま

った大浦湾」は誰の目にも明らかなのに

…⁉ 「じゃあ、あの赤土はどこから出

たんだ‼」との追及には、ひたすらだん

まり…。 

 書いていると、また怒りがこみあげて

来る。続きは次号で。（うらしまえつこ） 

浦島悦子の連続エッセイ ≪南の島から≫ №３2 
 

「山ぬはぎーねー 海んはぎーん」  
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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会報の感想・辺野古に関する思い・ご自分のこと

等々、お気軽にあなたの声をお寄せ下さい。字数は

250 字以内(必ずあなたのお名前と連絡先をご記入

下さい)。送り先は、最終ページ記載のメールアドレ

スか住所。毎月｢最後の水曜日までに届いた原稿｣に

ついては、翌月の会報に掲載できると思います。 

≪声の欄≫ 

フロンティアはつらいねぇ  

 

梅雨が明けたが、何か変。人から言わ

れて、セミが鳴いていないことに気が付

いた。温度が関係しているとか、大雨が

降った後でないと土から出てこないと

か、鳴かないのにも理由があるようだ。そ

んなある日、すでに死んでいる蝉を見か

けた、もうちょっと待てば、たくさんのセミ

とにぎやかに鳴けたのに、早く土から出

てきて、一人で鳴くのも心細かっただろう

にと、不憫に思った。 

(大勢だいすき人間) 

｢維新の会｣と｢国民民主｣を、野党に入れないで 

7月 10日、選挙速報を見ていて、何度も心の中で｢ちがう・ちがう｣と叫び

ました。自民党の予算に賛成した｢国民民主｣と、自民党より右寄りの｢維新

の会｣を野党に入れている放送局の多い事。放送局やマスコミは、何を基準

に、与党や野党に分けているんでしょうか。 

ともあれ、いわゆる野党が議席を減らす中で、沖縄選挙区の伊波洋一さ

んの当選には、本当にホッとしました。沖縄のみなさん、お疲れ様でした。 

(北九州市小倉北区・KO) 

今はしゃべりすぎ 

言葉の遅かった孫が、4歳にし

て、やっとしゃべり出しました。 

もう一人のばあばと電話で｢良

かったねえ｣｢かわいいねぇ｣と、 

喜び合いましたが、それにして

もしゃべること、しゃべること。 

恐竜の名前もいつ覚えたの

か、図鑑を示しながら、次から

次に教えてくれます。ほんとによ

かったです。(ママのママ) 
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≪辺野古土砂北九州・今後の予定≫ 
 
 

●7月13日(水)…≪会報・発送作業≫14時～ 生涯学習総合センター・情報学習室 

●7月27日(水)…≪世話人会≫14時～ 生涯学習総合センター・情報学習室 

●8月03日(水)…≪会報・発送作業≫14時～ 生涯学習総合センター・情報学習室 

●8月20日(土)…≪第8回・定期総会≫13時30分～ 男女共同参画センター｢ムーブ｣ 

              小セミナールーム  

※コロナ感染拡大の状況によっては、書面総会になる可能性もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪辺野古土砂ストップ北九州≫ 

kanpanerura888k@gmail.com  

〒803-0816 福岡県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 

 

≪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 

世話人
連絡先 

 

声の欄の 
原稿の 
送り先 

 

発行 2022年 7月 13日 

吉田敏浩講演会 

米国言いなりの日本をつくった 

｢日米合同委員会」とは何か 
●9月10日(土)13:30～ 

●北九州市商工貿易会館・多目的ホール 

※チケットを世話人が持っています。 

必要な方はご連絡ください。 
講師の吉田敏浩氏 

mailto:kanpanerura8k@mail.goo.ne.jp

