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⼤阪デザイナー専⾨学校の
⽣徒作品を販売中︕

マニアの楽しいお店「マニ
アコンビニ」
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【注⽬】創造⼒を刺激す
る︕マルシェルコラムを読
む
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⾃⼰紹介
「いのち・未来 うべ」は、放
射能のない安⼼で平和な世界を
めざしている、⼭⼝県宇部市の
市⺠団体です。 
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いのち・未来 うべ
わたしたちは、原発のない安全な未来を
⼦どもたちに残すことを願って活動しています
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最新記事

【アピール】阿武町から⾵⼒
発電を考える
オンライン学習会 第3回 7
⽉3⽇ 熊本⼀規さん「上関
原発と漁業権」
アピール 原発事故に国境
は、ありません。
【アピール】汚染⽔の海洋放
出に反対する
トキスマ前でチラシを配布し
ました
平和フェスタ２０２０、岡本
正彰さんの発⾔
健⽂会平和フェスタ２０２０ 
いのち・未来うべも参加
総会報告（続き）、横⾒出さ
んのメッセージ
９⽉１３⽇に総会を開きまし
た。岡本正彰さんの挨拶を掲
載します。
いのち・未来うべ 通信２２号
が発⾏されています

>> もっと⾒る
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⾦曜ウォーク＠宇部
   上関原発はいらない︕原発ゼロへ︕
   2021/06/25（⾦）465回 since 2012.08.12
            資料と意⾒  №006 発⾏︓い
のち・未来うべ

6⽉29⽇（⽕）午前10時 ⽥ノ浦の清掃、
除草の集まりが
呼びかけられています。
いのち・未来うべは、海岸の⾃然観察の準
備のため現地に⾏きます。
参加希望のかたは、連絡ください。
 ⼩中進さんオフシャルサイト 
  ⇒ http://blog.konaka.sunnyday.jp/
 
〜〜〜〜〜〜

基本から知る上関原発、連続オ
ンライン学習会
「上関原発の法律問題は、なにか⼤変そう
ですね」
「そうですね、⼀⾒難しいように⾒えま
す。でも、実は漁⺠の漁業権を柱に考える
とわかりやすいです。漁業を⾏う権利を誰
も損なってはいけないということです」。
「⽣活がかかっていますからね、それは当
然でしょう」
「憲法で保障されている財産権に関わる⼤
切なことですから。それで今回は、漁業権
の専⾨家、熊本⼀規さんに初歩からお話を
聞きすることにしました。ぜひ、参加して
ください。」
  ◎第３回 ７⽉３⽇（⼟）午後6時〜８
時
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最新コメント

chloroquineorigin/【3.25県
⺠⼤集会】いよいよ『上関原
発を建てさせない⼭⼝県⺠⼤
集会2017』開催︕︕
ガーゴイル/上関原発計画の
今。「もう建たないので
は︖」という声の多さ
所沢市東部クリーンセンター
延命化⼯事及び⻑期包括運営
委託事業 ⾼すぎる事業費/第7
回総会の報告）横⾒事務局⻑
の挨拶
【 落札率１０３.７％︖】 所
沢市 東部クリーンセンター⼯
場棟建築⼯事、官製談合で業
者に利益供与の疑い/第7回総
会の報告）横⾒事務局⻑の挨
拶
【 産廃処理偽装問題 】森友
学園と所沢市東部クリーンセ
ンター/第7回総会の報告）横
⾒事務局⻑の挨拶
埼⽟県警 不祥事 /【川内原発
再稼働反対】反対集会アピー
ルに参加︕︕
おはよう/2019年1⽉20⽇ 
おしどりマコ・ケンお笑いラ
イブ
【 おとり捜査︓⾼校⽣にも︖
⼤学⽣は無罪判決 】 ⼤宮駅
前 居酒屋 客引きアルバイト
摘発事案/【イベント】3.11
被災地に思いをよせる宇部市
⺠の集い
原発４０基、詳細点検せず＝
配管腐⾷、再稼働の川内・伊
⽅も－電⼒各社 /【川内原発
再稼働反対】反対集会アピー
ルに参加︕︕
【 原⼦⼒規制庁 前⻑官 池⽥
克彦、川内原発の再稼働を許
可。審査の適正さが疑われる
件 】/【川内原発再稼働反
対】反対集会アピールに参
加︕︕

バックナンバー

ブックマーク

スナメリチャンネル
〜みんなが笑って暮らせる世界
へ〜
⾵のたよりーいわき市議会議員 
佐藤かずよし

   お話し︓熊本⼀規さん（明治学院⼤
学名誉教授） 詳細は裏⾯に。
    講演  「上関原発と漁業権」 
※ZOOMで⾏います。申し込みは、フェー
スブックのメッセージで岡本正彰さんにお
願いします。または、メール 
mottomottookamotto※themis.ocn.ne.jp 
へ。※を＠に変換してください。参加無
料。
  

いのち・未来うべ  会員を募
集中です
 連絡先︓〒755-0029 ⼭⼝県宇部市新天町１丁⽬２?36 宇部市⺠活動セン
ター「⻘空」
 いのち・未来うべ  電話 080-6331-0960（安藤公⾨） 
  

 
 

【サイト紹介】
熊本⼀規さんのホームページ
トップ
http://www.kumamoto84.sakura.ne.jp/

上関原発の関連サイト
http://www.kumamoto84.sakura.ne.jp/Kaminoseki/Kaminoseki.html

 ホームページの冒頭に次のように書かれています。

「・・・⺠衆が主⼈公になる社会を⺠衆の⼿で創ることに
あります。
 漁業権（財産権）、脱原発、及び循環型社会の三つを主
要テーマとして、そのための素材を提供できれば、と思い
ながら作っています。」

「⺠衆が、⾃らの権利が侵害される際に、権利を⾃覚し、
権利に基づいて如何に闘うかを学ぶことこそ、真の学問だ
と思います。・・・ それぞれの内容及び法的な攻め⽅
（司法試験のためでなく権⼒と闘うための法律論）を各地
の取組みに活かしていただければ幸いです。」

2021年06⽉

2020年11⽉

2020年10⽉

2020年09⽉
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福島の現状をいち早く知ること
ができます。いわき市と宇部市
は交流があります。
⼭⼝県避難移住者の会
「私たちは⼀⼈ではありませ
ん。避難者同⼠つながっていき
ましょう。私たちはここにいま
すと声を上げましょう。」
祝島の暮らしと上関原発〜⽌め
ようスラップ訴訟〜
スラップ訴訟との闘い。４⼈の
アピール。裁判⽇程。
福島の⼦どもたちとつながる宇
部の会
福島の⼦どもたちとつながる宇
部の会(略称︓福島⇔宇部)は 福
島で被災した障がいをもつ⼦ど
もとその家族を⽀援しようと⼭
⼝県宇部市で⽴ち上がった会で
す。
⾵下の会 福島
福島現地からの提⾔
福島〜⼭⼝いのちの会のブログ
福島のこどもを放射能被曝から
守るために⼭⼝県への保養をサ
ポートします。 放射能汚染から
の避難・移住・疎開を⽀援しま
す。
ボチボチ⽣きましょう〜
管理⼈その２「ボチボチさん」
のブログです。時々、意味不明
なことをかいているので、要注
意︕︕
⼭⽺が微笑むまで
管理⼈その１「村のトイレ屋さ
ん」のブログです。⼭⽺と⼀緒
に⾃然を⽣かして暮らしたいで
すね。

 

 

参考になる動画 YouTube 
   YouTube:上関原発が建てられない理由 
    https://www.youtube.com/watch?
v=yIrgsdMgM_I&t=1s
    10分 2010年4⽉5⽇ 祝島での講演会
  YouTube:埋⽴には漁⺠全員の同意が必要
    https://www.youtube.com/watch?v=oE_-
GkU8etU&t=3s  
    1時間5分 。2013年3⽉30⽇ 
   原発いらん︕⼭⼝ネットワーク主催の講演会

中電との海上での会話
 【ホームページに以下の記述があります。2019年で
す。録⾳とともに動画も紹介されています。】
〜〜〜〜
2.11⽉13⽇⽥ノ浦にて中電との話し合い
  13⽇、祝島漁⺠の船に乗り、⽥ノ浦の海で⼀緒に釣り
を楽しみました。昼寝もしました。⻘空を仰いでの昼寝は
実に⼼地よいものでした。
  中電の船(上関事務所の笹⽊副所⻑をはじめ20名ほど
が乗船)は、午前と午後の２回、「作業にご協⼒をお願い
します」と⾔って漁⺠９艘を訪ねまわりましたが、ことご
とく拒否され、全く作業ができないまま帰りました。これ
で８⽇〜13⽇に予定されていた「ボーリング調査の準備作
業」は全くできずに終わりました。
  予定では、14⽇からボーリング調査に⼊るとのことで
したが、準備作業が全くできなかったのですから、ボーリ
ング調査に⼊れるわけがありません。そのうえ、 明⽇は
波が⾼いと予測されているため、作業は中⽌しますとの連
絡が⼣⽅に中電から⼊りました。
  午前の協⼒依頼に先⽴ち、「島⺠の会代表」の清⽔さ
ん及び私が、中電の船に近づいて中電笹⽊副所⻑と話し合
いました。その録⾳を次に掲載します。
  この録⾳も、11⽇県交渉録⾳同様、とても重要かつ興
味深いものですよ。ぜひお聞きください。
〜〜〜〜〜
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オンライン学習会 第3回 7⽉
3⽇ 熊本⼀規さん「...

【上関原発計画スラップ裁判】
公判、応援団も凄い...

【裁判】上関原発⽤地埋⽴禁⽌
住⺠訴訟第21回⼝頭弁論

【市⺠学習会】⾼レベル放射性
廃棄物の地層処分の...

【裁判】2/1上関原発埋⽴住⺠
訴訟第１９回⼝頭弁論

⾦曜ウォークの報告＆９⽉６⽇
（⼟） 第３回総会...

【アピール】阿武町から⾵⼒発
電を考える

島根原発再稼働反対＆新しい動
き

【ご案内】２⽉２０⽇（⾦）の
市⺠学習会

26⽇、⼭⼝県庁前の祝島島⺠の
みなさんと脱原発の...

オンライン学習会 
1週間前

トキスマ前でチラ
8ヶ⽉前

健⽂会平和フェス
9ヶ⽉前

健⽂会平和フェス
9ヶ⽉前

【アピール】阿武町から⾵⼒発電を
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考える

オンライン学習会 第3回 7⽉3⽇ 
熊本⼀規さん「上関原発と漁業権」

アピール 原発事故に国境は、あり
ません。

トキスマ前でチラシを配布しました

健⽂会平和フェスタ２０２０ いの
ち・未来うべも参加

いのち・未来うべ 通信２２号が発
⾏されています

第８回定期総会のご案内

平和フェスタ、今年も宇部図書館で

通信20号を発⾏しました

おしどりマコ・ケンさんと野原千代
さん、宇部⽇報の記事

【アピール】阿武町から⾵⼒... »

記事⼀覧 | 画像⼀覧 | フォロワー⼀覧 | フォトチャンネル⼀覧
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