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From たんぽぽ舎
To kumamoto84@yahoo.co.jp

受信⽇時 2022/07/06 ⽔ 18:55

たんぽぽ舎です。【TMM:No4525】地震と原発事故情報−５つの情報をお知らせします

たんぽぽ舎です。【TMM:No4525】 
2022年７⽉６⽇(⽔)地震と原発事故情報− 
             ５つの情報をお知らせします
                      転送歓迎
━━━━━━━ 
★１．熊本⼀規編著『権利に基づく闘い』
  ⼭⼝県で上関原発建設を祝島漁⺠が釣り漁業で⽌めている
  漁業権、廃棄物問題、財産権、卸売市場
  「⾏政にお願いするから負けるのです」
  「お願いされたら『ノー』というだけでよいのです」
                      事故情報編集部
★２．冤罪をなくすため私たちは何をすべきか
  再審無罪の⻘⽊惠⼦さんが⼤崎事件から訴える
  7/20(⽔)＜浅野健⼀が選ぶ講師による 
  「⼈権とメディア」連続講座＞
             「スペースたんぽぽ」講座会議
★３．今回の参議院選挙後、３年間国政選挙がありません︕
  間違いなく４⽇後には選挙の結果が出ます
  選挙に⾏く⼈がどれだけ増えるか
  ⼀⼈⼀⼈の働きかけにかかっている︖︕ part２ 
            市原みちえ（たんぽぽ舎ボランティア）
★４．メルマガ読者からのイベント案内(お問い合わせは主催者へ) 
  ◆「システム転換のための脱原発・気候正義講座
   7/14(⽊)第１回 原発からの命の守り⽅− 
   避難を「権利」だと考えたことはありますか︖
★５．新聞より１つ
  ◆【素粒⼦】より２つ
   ・原⼦⼒規制庁のトップ３。
    すべて原発推進の経産省出⾝者に。ほか
━━━━━━━ 
※7/9(⼟)⾼橋博⼦さんの学習会にご参加を︕ 

    「被ばくの戦後史」

 お 話︓⾼橋博⼦さん(奈良⼤学教授・⽂化史学） 
 ⽇ 時︓７⽉９⽇(⼟）13時30分より17時 
 会 場︓「スペースたんぽぽ」 講師のお話は14時30分からです。 
 参加費︓800円  予約必要です。定員25名。 
    たんぽぽ舎あて電話  03-3238-9035か 「ヤフーメール」 
    <tanpopo3238@yahoo.co.jp> で、ご⽒名と電話番号を 
    お知らせ下さい。受付番号をお伝えいたします。

mailto:tanpopo3238@yahoo.co.jp


━━━━━━━ 
※7/11(⽉)天野惠⼀さん10回連続講座  …毎⽉第２⽉曜です… 

 「原発と原爆の戦後社会史−【運動/思想】史から振り返る」 
 第５回原爆使⽤国アメリカの責任と天皇の「紹爆責任」を考える
                     〜敗戦・占領期(２) 

 お 話︓天野惠⼀さん（再稼働阻⽌全国ネットワーク事務局）
  ⽇ 時︓７⽉１１⽇(⽉)14時より16時30分 
  会 場︓「スペースたんぽぽ」 
 参加費︓800円  予約必要です。定員25名。 
         ７⽉９⽇と同じ予約⽅法です。 
   第６回は８⽉８⽇(⽉)14時より 第７回は９⽉１２⽇(⽉) 
━━━━━━━ 
※7/15(⾦)第１４回原発いらない⾦曜⾏動(⾸相官邸前) 

 福島第⼀原発の汚染⽔を海へ流すな︕⽼朽原発うごかすな︕
 東海第⼆原発再稼働するな︕   ☆毎⽉第３⾦曜⽇☆

 ⽇ 時︓７⽉１５⽇(⾦)18時30分より19時45分 
 場 所︓⾸相官邸前
 主 催︓「原発いらない⾦曜⾏動」実⾏委員会

  第15回は８⽉２６⽇(⾦)＝定例は第３⾦曜⽇ですが、８⽉ 
 19⽇(⾦)は「総がかり⾏動」がありますので、⽇程を変更。 
  第16回は９⽉１６⽇(⾦)。 
━━━━━━━ 
※7/16(⼟)⽇中近現代史−全６回連続講座(毎⽉第三⼟曜) 

 ⽇本の対中国侵略戦争からの教訓は何か
 〜歴史和解の⽅途を紡ぎだすために〜

 第１講「戦前の⽇本国家とは何だったのか」

 講 師︓纐纈(こうけつ)厚さん（⼭⼝⼤学名誉教授・政治学博⼠、 
       東亜歴史⽂化学会会⻑・植⺠地⽂化学会代表理事）
  ⽇ 時︓７⽉１６⽇(⼟)14時より16時 
  会 場︓「スペースたんぽぽ」 
 参加費︓800円  予約必要です。定員25名。 
         ７⽉９⽇と同じ予約⽅法です。 
   第２講は８⽉２０⽇(⼟)14時より16時 
━━━━━━━ 

┏┓ 
┗■１．熊本⼀規編著『権利に基づく闘い』 
 ｜ ⼭⼝県で上関原発建設を祝島漁⺠が釣り漁業で⽌めている
 ｜ 漁業権、廃棄物問題、財産権、卸売市場
 ｜ 「⾏政にお願いするから負けるのです」
 ｜ 「お願いされたら『ノー』というだけでよいのです」
 └──── 事故情報編集部 

以下、熊本⼀規⽒からの案内⽂より抜粋



 本書は、権⼒に抗するには、権利者が⾃らの権利に基づいて闘うこと
が必要であり、かつ有効であることを指摘するとともに、「権利に
基づく闘いかた」を具体例に即して紹介したものです。

◎ 第１部では、⼭⼝県で中国電⼒がもくろんでいる上関原発建設を
祝島漁⺠が釣り漁業で⽌めている事例を紹介しています。
 1976年に⿅児島県志布志湾の住⺠運動に関わり始めて以来、半世紀 
近く埋⽴・ダム・原発等の事業を漁業権で⽌めることを研究してきまし
たが、漁⺠が⽇常的な漁業を営むことで事業を⽌められることは、これ
までの研究が結実した成果であり、嬉しく思っています。

◎ 第２部では、漁業権と同様に⻑年取り組んできた廃棄物の分野に
おいて、射撃場の鉛汚染、産廃処分場、及び中間貯蔵施設の事例に
即して「権利に基づく闘い」を紹介しています。
 さらに、近年、他の分野からも依頼されてサポートを続けるうちに
漁業権で事業を⽌める⼿法が他の分野にも応⽤できることが分かって
きましたが、第３部で都市計画道路問題と卸売市場の廃⽌の事例に即
して「権利に基づく闘い」を紹介しています。

 私の研究は、漁⺠・住⺠が⽣活・⽣存を脅かす事業に対して⾃らの
権利に基づいて闘うことをサポートする研究に収れんしているようです。
 学⽣時代以来、「研究とは何か」、「学問とは何か」を追及してきた
結果です。

 緑⾵出版 2022年７⽉刊、Ａ５判 276⾴ 2700円＋税 

┏┓ 
┗■２．冤罪をなくすため私たちは何をすべきか 
 ｜ 再審無罪の⻘⽊惠⼦さんが⼤崎事件から訴える
 ｜ 7/20(⽔)＜浅野健⼀が選ぶ講師による 
 ｜ 「⼈権とメディア」連続講座＞
 └──── 「スペースたんぽぽ」講座会議 

 たんぽぽ舎での＜浅野健⼀が選ぶ講師による「⼈権とメディア」連続
講座＞で、⼤阪在住の冤罪被害者の⻘⽊惠⼦さんの講演会を７⽉20⽇夜 
開きます。

冤罪をなくすために私たちは何をすべきか− 
⼤崎事件から再審法改正を考える
＜浅野健⼀が選ぶ講師による「⼈権とメディア」連続講座＞

⽇ 時︓７⽉２０⽇(⽔)18時30分〜20時30分、18時開場 
講 師︓⻘⽊惠⼦さん（東住吉冤罪事件・再審無罪）
会 場︓「スペースたんぽぽ」
主 催︓「スペースたんぽぽ」講座会議
協 賛︓⼈権と報道・連絡会
参加費︓800円（要予約、先着順。定員40名） 
    参加ご希望の⽅は、電話（03-3238-9035） 
 またはメール（ tanpopo3238@yahoo.co.jp ）で⽒名と電話番号を 
 お伝え下さい。受付番号をお知らせいたします。

 ⻘⽊さんは、⼤阪市東住吉区で1995年に⻑⼥を亡くした⽕災を巡り、 

mailto:tanpopo3238@yahoo.co.jp


放⽕殺⼈の罪に問われ無期懲役の刑で服役した後、再審無罪に
なりました。
 国と⼤阪府に計約１億4600万円の損害賠償を求めた訴訟で、 
⼤阪地裁は３⽉15⽇、⼤阪府に約1220万円の賠償を命じました。 
 ⻘⽊さんは、⿅児島地裁が６⽉22⽇に再審請求を却下した⼤崎事件 
など、冤罪事件の⽀援をし、決定翌⽇には、無実の原⼝アヤ⼦さんと
⾯会して励ましています。 弁護団は６⽉27⽇、⾼裁宮崎⽀部に即時 
抗告しました。

 ⻘⽊惠⼦さんのメッセージを紹介します。
［ ある⽇、突然、誰の⾝にも冤罪は起こります。冤罪は、⾃分だけで 
なく、家族の⼈⽣まで狂わせます。⼀度、冤罪に巻き込まれてしまう
と、果てしなく⻑い時間闘っていかなければなりません。だからこそ、
冤罪が許せません。現在は、冤罪で闘っている仲間たちを励まし、再審
法改正を訴える活動をしています。］

┏┓ 
┗■３．今回の参議院選挙後、３年間国政選挙がありません︕ 
 ｜ 間違いなく４⽇後には選挙の結果が出ます
 ｜ 選挙に⾏く⼈がどれだけ増えるか
 ｜ ⼀⼈⼀⼈の働きかけにかかっている︖︕ part２ 
 └──── 市原みちえ（たんぽぽ舎ボランティア） 

酷暑お⾒舞い申します。
台⾵４号が温帯低気圧に変わっても⼤⾬には警戒ください。

現憲法下で最後の国政選挙には、させない︕
終わってから後悔しないように。
今⽇の１つ。

☆参議院選挙の仕組みについて…これが意外と知られていない。

◎投票所では、選挙区と⽐例選挙の２つの投票⽤紙を受け取ります。
１．最初にもらうのは、選挙区の投票⽤紙。
  これは⽴候補者の個⼈名を書きます。
２．２枚⽬にもらうのは、⽐例選挙の投票⽤紙（⽩）です。
 これは、政党名または候補者の個⼈名どちらを書いてもＯＫ。

◎⽐例選挙について
・候補者の多い政党では、当選できるかどうかは、所属政党の得票が
増えることと政党内での得票順位が課題になります。
 （政党名の票と個⼈名の票の合計=約100万票で１議席として、割り 
振られるドント⽅式で、政党内の個⼈票の多い候補から当選する）

 なので、応援したい⼈がある場合は、政党名ではなく、必ず、個⼈名
を書くように呼びかけてください。
 候補者が少ない場合、政党を応援したい場合は、政党名で記⼊。
 「特定枠」という制度は、⾮拘束名簿とは別に政党が独⾃に作る
指定席。その分、次の当選者の順位が下がる。

☆今回、⽐例選挙で個⼈名を書くか政党名かどちらでもＯＫの仕組みを
悪⽤した政党があります。



 党の代表で広く知られ、選挙区の候補にもなっている⼈と、同性同名
の⼈を⽐例選挙で⽴候補させて、当選させようとしています。
 こんな卑劣な選挙妨害は喝︕乗らないようにくれぐれもご⽤⼼を。

※ドント⽅式など参照ください。ＮＨＫ選挙ＷＥＢ
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/knowledge-01/  

◎投票に⾏く前に応援したい⼈のＨＰやＳＮＳも確認してくださいね〜
 折⾓の１票が、必ずあなたの投票したかった候補、政党の得票に
なるように︕

┏┓ 
┗■４．メルマガ読者からのイベント案内(お問い合わせは主催者へ) 
 └────  

 ◆「システム転換のための脱原発・気候正義講座−システムを 
  根こそぎ変えるための社会像と⺠主主義を模索する」（コース５）
  7/14(⽊)第１回 原発からの命の守り⽅− 
  避難を「権利」だと考えたことはありますか︖

お 話︓森松明希⼦（東⽇本⼤震災避難者の会?Thanks＆Dream代表） 
⽇ 時︓７⽉14⽇(⽊)19時より21時 
開催⽅法︓オンライン開催・定員50名 ￥2000 
コーディネーター︓⾼野聡（原⼦⼒資料情報室）
主 催︓新時代アジアピースアカデミー（ＮＰＡ）
    詳細は https://apply.npa-asia.net/items/63390041  
コース５概要︓脱原発と気候危機克服は並⾏して進めるべきです。
なぜならこの⼆つは、単なるエネルギー問題だけではなく、既存の権⼒
の⽀配関係、価値観、システム全般をめぐる変⾰の闘いだからです。
(後略) 

┏┓ 
┗■５．新聞より１つ 
 └────  

 ◆【素粒⼦】より２つ
    ・国会議員が所得を公開。 
     法制定から30年、ずっといわれている。 
   「全容が⾒えない」
  ・原⼦⼒規制庁のトップ３。
   すべて原発推進の経産省出⾝者に。
   職責を、お忘れなく。
             (７⽉５⽇「朝⽇新聞」⼣刊１⾯より) 

━━━━━━━ 
※動画アップの紹介
１．ＩＷＪさんの動画
・2022.6.27 たんぽぽ舎・徹底解説「経済安全保障推進法」 
 危険な現代の国家総動員法 — 登壇︓海渡雄⼀弁護⼠ 
https://www.youtube.com/watch?v=4KPI5u6x5zQ  
２．三輪祐児さんのユープランより

https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/knowledge-01/
https://apply.npa-asia.net/items/63390041
https://www.youtube.com/watch?v=4KPI5u6x5zQ


・20220616 UPLAN 内⽥雅敏弁護⼠「新⼤統領 尹錫悦政治の韓国」 
 https://www.youtube.com/watch?v=5MppMbNbKjk  
・20220523 UPLAN 安⽥節⼦「⼦どもの健康と農薬汚染・その２」 
 https://www.youtube.com/watch?v=wEYfpFojx6k  
・20220521 UPLAN 渋⾕徹「化学物質とエピジェネティクス」 
 https://www.youtube.com/watch?v=eOcR_8VRIAE  
・20220520 UPLAN 第１２回原発いらない⾦曜⾏動  
 https://www.youtube.com/watch?v=T04eteLmV5Q  
・20220511 UPLAN 第１０４回東電本店合同抗議  
 https://www.youtube.com/watch?v=iuwtYhEJNB0  
・広瀬隆「⼆酸化炭素によって地球が温暖化しているという説は
 科学的にまったく根拠がないデマである」
 20220127 UPLAN 【総集編・全編６時間】  
  https://www.youtube.com/watch?v=K14tki8e2Ck  

──────────  
☆ひきつづき、たんぽぽ舎の活動・⽇刊メルマガ＝「地震と原発事
 故情報」へのカンパを受け付けていますので、よろしくお願い致
 します。
  郵便振込 加⼊者名 たんぽぽ舎 ⼝座番号 00180-1-403856 

☆《事故情報編集部》より
 メールマガジン読者からの集会・デモ・講演会のお知らせ、その他
 投稿(「川柳・俳句・短歌」など)を歓迎します。 

１．「投稿」のテーマは、「原発問題」が中⼼軸ですが、エネルギー、
 ⾃然、政治・経済、社会、⾝近な⽣活も歓迎します。

２．原稿に「⾒出し」をつけて下さい。（「⾒出し」は１⾏⾒出し
 よりも２⾏⼜は３⾏⾒出しの⽅が読む⼈にとってわかりやすい）
 執筆者名(基本的に本名でお願いしています)と執筆者名の後にかっこ 
 書きで「所属・団体名」か「在住県名」を記載して下さい。
 例︓たんぽぽ花⼦（たんぽぽ舎）、
   たんぽぽ太郎（東京都千代⽥区在住）

３．「集会・デモ・講演会等のお知らせ」の投稿に関しては、
 どの団体・グループも平等に掲載する基本⽅針です。
 そのため⽇時、会場、タイトル及び内容、主催者、主催者の連絡先
 など必要事項を400⽂字以内でお送り下さい。 
 件名に「イベント案内掲載希望」と明記して下さい。
 ⽇程が直前にならないよう余裕を持っていただけると幸いです。
 メールマガジンへのイベント案内は１回だけの
 掲載とさせていただきます。

４．集会や⾏動の参加報告等に関しては600⽂字以内で、 
 タイトル(⾒出し)及び本⽂をお送り下さい。 
 件名に「メルマガ掲載希望」と明記して下さい。

 「投稿」の送付先はたんぽぽ舎の
 通常アドレス「 nonukes@tanpoposya.net 」か、 
 別アドレス < tanpopo3238@yahoo.co.jp > です。 
 なお、お送り頂いた投稿は紙⾯の都合上掲載できない場合も
 あります。ご了解下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=5MppMbNbKjk
https://www.youtube.com/watch?v=wEYfpFojx6k
https://www.youtube.com/watch?v=eOcR_8VRIAE
https://www.youtube.com/watch?v=T04eteLmV5Q
https://www.youtube.com/watch?v=iuwtYhEJNB0
https://www.youtube.com/watch?v=K14tki8e2Ck
mailto:nonukes@tanpoposya.net
mailto:tanpopo3238@yahoo.co.jp


──────────  
 ◆このメールマガジンのバックナンバーは、ホームページ
  の「メルマガ︓地震と原発事故情報」をご参照下さい。
 ◆メールマガジンをお送りします
  たんぽぽ舎では、「地震と原発事故情報」(メールマガジン)を 
  発信しています。
   ご希望の⽅は、件名を「アドレス登録希望」として、ご⾃⾝の
  Ｅメールアドレスからご⽒名とともにたんぽぽ舎あてにメールを
  送ってください。
   違うアドレスから「こちらのアドレスに送って」ということは
  間違いの元となりますのでやめて下さい。
  登録できしだい発信致します。
 ・配信先のアドレス変更のご連絡は「旧アドレス」もお知らせ下さい。
 ・配信削除につきましても以下のアドレスに直接メールを下さい。
  たんぽぽ舎の通常アドレス「 nonukes@tanpoposya.net 」か、 
  別アドレス < tanpopo3238@yahoo.co.jp >へお送り下さい。 
 ◆携帯電話への送信は、容量が多いためか全⽂表⽰できない例が
  あります。
──────────  
たんぽぽ舎は、⽉曜〜⼟曜13:00〜20:00オープン、 
       ⽇曜・休⽇はお休みです。
   〒101-0061 東京都千代⽥区神⽥三崎町3-1-1 
               ⾼橋セーフビル１Ｆ 
       TEL 03-3238-9035 FAX 03-3238-0797 
        ＨＰ http://www.tanpoposya.com/  
       郵便振込 加⼊者名 たんぽぽ舎
           ⼝座番号 00180-1-403856 
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