
 

伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園をををを大切大切大切大切にするにするにするにする市民市民市民市民のののの会会会会 
�090-7618-2136 http://loveiseshima.org/ 

facebook: 伊勢志摩国立公園を大切にする市民の会 

twitter: ＠loveiseshima 

的矢湾的矢湾的矢湾的矢湾をををを！！！！     国立公園国立公園国立公園国立公園をををを国立公園国立公園国立公園国立公園としてとしてとしてとして！！！！     

市内外から市内外から市内外から市内外から 7200720072007200人以上人以上人以上人以上に及ぶ署名に及ぶ署名に及ぶ署名に及ぶ署名 、    

事業事業事業事業のののの展開展開展開展開がどんどんがどんどんがどんどんがどんどん市市市市によってによってによってによって許可許可許可許可されている・・・されている・・・されている・・・されている・・・    

伊勢志摩伊勢志摩伊勢志摩伊勢志摩をををを！！！！     

    

みどりの風通信みどりの風通信みどりの風通信みどりの風通信 2020202020202020 年年年年 2222 月月月月号号号号 

 

   

  
� 山田生産森林組合山田生産森林組合山田生産森林組合山田生産森林組合    →→→→    同意同意同意同意    

� 下之郷地区下之郷地区下之郷地区下之郷地区    →→→→    同意同意同意同意    

� 近鉄近鉄近鉄近鉄→→→→ 同意同意同意同意（上之郷踏切下着工）    

林道林道林道林道 飯浜飯浜飯浜飯浜・・・・山田線山田線山田線山田線====市市市市のののの管轄管轄管轄管轄    

���� １１１１月月月月にににに市長市長市長市長がががが許可許可許可許可!!!!         

 
寒くなりやっと美味しい的矢湾産のカキがいただけ知人にもお裾わけ 

出来るようになりました。いつもですと年末は大忙しの業者さんが 

開店休業に追い込まれるほど、海は汚れ、二枚貝（真珠・アッパ・カキ）の 

大量死がマスコミにも取り上げられました。 

的矢湾は海の幸を楽しみたい多くの人々の宝の海です。 

これを守るためには（太陽光発電等）過度な開発による海の汚染を 

くい止めましょう。また、一人ひとりができるだけ海を汚さないように、 

日々の生活をも見つめ直しましょう。 

一緒に守りましょう！ 

中日新聞 2019年 9月24日 

上之郷駅踏切上之郷駅踏切上之郷駅踏切上之郷駅踏切    
１６７１６７１６７１６７号号号号

線線線線    

敷地内完全伐根敷地内完全伐根敷地内完全伐根敷地内完全伐根    2019201920192019年年年年12121212月月月月    的矢湾奥入江対岸的矢湾奥入江対岸的矢湾奥入江対岸的矢湾奥入江対岸よりよりよりより

国道と県道は国の管轄で自動許可 
送電線の鉄塔 

伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園をををを大切大切大切大切にするにするにするにする市民市民市民市民のののの会会会会                    的矢湾的矢湾的矢湾的矢湾をををを守守守守るるるる漁師漁師漁師漁師のののの会会会会     

代表代表代表代表    鬼塚鬼塚鬼塚鬼塚    永子永子永子永子    

ふるさと林道橋 山田 山田橋 木戸口橋 山口橋 
伊雑宮 ←上之郷駅 的矢工事現場 19 万 3285m2 ←志摩磯部駅 

これまでこれまでこれまでこれまで 3333 年半年半年半年半、、、、    
最後最後最後最後のののの最後最後最後最後まであきらめずまであきらめずまであきらめずまであきらめず    

    

 

送電・地下ケーブル工事開始送電・地下ケーブル工事開始送電・地下ケーブル工事開始送電・地下ケーブル工事開始    

送電線送電線送電線送電線はははは総距離総距離総距離総距離 6,2km6,2km6,2km6,2km のののの公道公道公道公道をををを通通通通るるるる 2,22,22,22,2 万万万万 VoltVoltVoltVolt のののの高圧線高圧線高圧線高圧線ですですですです！！！！ 



 

����    （アフリカ・コンゴ民主共和国） 2018201820182018 年ノーベル平和賞年ノーベル平和賞年ノーベル平和賞年ノーベル平和賞    デニ・ムグウェゲ医師デニ・ムグウェゲ医師デニ・ムグウェゲ医師デニ・ムグウェゲ医師現地での戦乱により強姦被害にあった４万人の女性を治療し、その精神的ケアにも当たっている。コンゴ民主共和国は、 国際的に高く取引されるレアメタル（携帯電話に使うコルタン他）などが豊富。世界一リッチな国に世界一貧しい国民。 その地域を支配するために、武装勢力が武器として性暴力を使っている。そうして得られた鉱物資源が世界中に行き渡って いる。皆のスマホにも… ““““世界はみな繋がっている。無関心・沈黙も共謀だ””””と訴えた。（2019年東京講演） 

““““再エネ再エネ再エネ再エネ””””ってってってって    そもそもそもそもそもそもそもそも 

何がダメ何がダメ何がダメ何がダメななななの？の？の？の？  

   
  
 1969年国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）で初めて定義づけされたアースデー。米国ウィスコンシン州の上院議員であったゲーロード・ネルソンが、レーニン生誕100周年日にあたる1970197019701970年年年年4444月月月月22222222日日日日に環境問題についての討論集会の開催を呼びかけ、2000万人が参加したと言われている。以来、集会は毎年世界中で 催 さ れ 、 国 連 本 部 で は 「 日 本 の平和の鐘」が鳴らされている。 誰もが自由にその人の方法で、地球 環境を守る意思表示をする国際連帯行動です。私達誰もがこの地球と100％ 不可分の関係を持っている。環境問題は、人と生物、地球、人と人のコミュニケーション、私達一人ひとりの問題です。

。           さらに2009年国連総会で、ボリビアの提起 により 4月22日を 「「「「 国際母国際母国際母国際母 なるなるなるなる    地球地球地球地球デーデーデーデー」」」」とすることが採択された： 地球上のすべての生物、その相互依存と調和を根幹とし、人間と自然界との痛々しい関係を、地球上の全ての人間の責任責任責任責任としてとらえるものである。������ 地球の環境を破壊しようという人はいないはずだが、その保全に関しては、動植物愛護程度で、エネルギーにあっては、いつの間にか巨大巨大巨大巨大““““グリーン・ビジネスグリーン・ビジネスグリーン・ビジネスグリーン・ビジネス””””へと変貌した：初期のスローガンであった「削減-再利用-再生」は「再生-時に再利用-削減は禁句」に塗り替えられてしまったのだ。無駄な物をなくすのではなく、商品 の 陳 腐 化 政 策 に よ り 需 要 を

         創出し、「エコ」商品ブームと化した。  地域社会のデザインを縮小化し、個人車両の必要をなくす方向ではなく、電気 自動車の充満を夢見る。エネルギー削減社会を目指すのでなく、太陽光・風力発電の無限の普及を“クリーン・エネルギー”と呼ぶ、矛盾を難なく認めるようになってしまった。国策国策国策国策だから、と。 しかしここで、クリーンといい、再エネ といい、自然エネルギーというものは、 果たして言葉通りのものだろうか。  
もう一度考えてみよう

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリーン・エネルギークリーン・エネルギークリーン・エネルギークリーン・エネルギー（（（（CECECECE））））はクリーンではないはクリーンではないはクリーンではないはクリーンではない！！！！    

� 原発含め CE 設備と付随施設の、建設から廃棄処分に至る全ての工程で 膨大量の温室効果温室効果温室効果温室効果ガスをガスをガスをガスを排出排出排出排出する 
� 太陽光も風も、電力に替えるには、再生不再生不再生不再生不能能能能かつかつかつかつ入手困難入手困難入手困難入手困難なななな希少金属希少金属希少金属希少金属（＊）（＊）（＊）（＊）がががが必要必要必要必要 （＊リチウム、コバルト、銅、銀、アルミニウム、カドミウム、インジウム、ガリウム、セレン、 テルル、ネオジム等） 希少金属摘出１トン当り 2000 トンの有毒物を排出する。 
� CE に必要な成分採掘争い（内戦・テロ・虐殺）から設置個所の住人・原住民との トラブルに至るまで、毎日毎日毎日毎日人人人人命命命命がががが奪奪奪奪われているわれているわれているわれている 
� 配水配水配水配水汚染汚染汚染汚染：より精製された鉱物を得るため、より大量の酸性廃水が生じる 
� 化石燃料よりはるかに広広広広いいいい土地土地土地土地がががが必要必要必要必要：採掘地に加え、設置面積も超大 
� 森林はもとより、砂漠・海底・海中にまで及ぶ採掘・設置・ボーリングにより、 無数の生物生物生物生物のののの命命命命がががが破壊破壊破壊破壊されている 
� 風車の騒音、森林伐採による地盤弱化・泥水・保水力低下・斜面崩壊等々、 近隣住人にとって問題は絶えない ＝環境破壊環境破壊環境破壊環境破壊！！！！ 
� 風力タービンも太陽電池も有毒物質有毒物質有毒物質有毒物質を含み、廃棄時廃棄時廃棄時廃棄時やややや事故事故事故事故・・・・災害時災害時災害時災害時に限らず 土地土地土地土地とととと地下水地下水地下水地下水をををを汚染汚染汚染汚染し、人間人間人間人間とととと生物生物生物生物へのへのへのへの影響影響影響影響は未だ計り知れない 
� 火災時の対応が困難：水で消火不可能、水中感電の危険、有毒ガス発生など 
� 調査によれば、効率（省エネ）が上がる分、消費と購入が増えている （エアコンや車の台数増大など ＝ 消費消費消費消費がががが増大増大増大増大！！！！    
� CE を電力に替える段階で、既存の発電所より 10 倍もの資源量が必要 
� 何何何何よりよりよりより：：：：発電量が不安定な自然エネルギーが多く使われれば使われるほど、送電 電力量の受給バランス用電力（既存の火力・原子力によるベースロード電力）は 大きくなり、それだけ電力発電界電力発電界電力発電界電力発電界のののの二重投資二重投資二重投資二重投資がががが大大大大きくなるきくなるきくなるきくなる、、、、つまりエコでないエコでないエコでないエコでない！！！！ 

    
これからこれからこれからこれからますますますますますますますます問題問題問題問題がががが：：：：    次第に候補地がなくなり、 原料確保争いも過激化する。 寿命 20 年のパネル、一体誰が どこに・どのように処分するのか。 貴重な国土・海・川・森を、そこの 生き物、我々人間の命と生活を、丸々犠牲にしてしまうなど、 なぜ・どこまで許すのか。 それを止める、 地球上の命と生活と環境を守る、 法律はないのか？作らないのか？ 気候変動だけを騒ぎ、 その元となっている実態を 知ろうとしない、顧みない。 無関心・黙認こそが 現代最大の問題ではないか。 私達人間の心が、倫理が、人格が、 法を作るはずなのに・・・ 

＝人の当たり前の倫理なのでは？ 
人間が制御できないものは 

使ってはいけない 

自然に返らないものは 

作ってはいけない！ 

会員登録会員登録会員登録会員登録およびおよびおよびおよび賛助金賛助金賛助金賛助金はははは随時受随時受随時受随時受けけけけ付付付付けていますけていますけていますけています  



 

  
振込先： 百五銀行・鵜方支店（８０３）、（普）５６６４５４  

       名義人： 伊勢志摩国立公園を大切にする市民の会  代表 鬼塚永子 

 
 

  

 ���� 法的保護を公共資産にも：：：：個人個人個人個人財産財産財産財産やややや人人人人権権権権とととと同様同様同様同様にににに、、、、すべてのすべてのすべてのすべての生生生生きききき物物物物とととと大地大地大地大地＝＝＝＝自然自然自然自然    のののの権利権利権利権利もももも保証保証保証保証するするするする    

 経済≠≠≠≠資本主義���� 資本主義の目標は資本を拡大させること→持つ者はどんどん持ち＝貧富の差拡大    

経済経済経済経済というというというという科学科学科学科学のののの本来本来本来本来のののの目標目標目標目標はははは、、、、人類人類人類人類のののの「「「「幸福幸福幸福幸福」」」」でありでありでありであり、、、、資本資本資本資本・お・お・お・お金金金金はそのためのはそのためのはそのためのはそのための手段手段手段手段であるであるであるである。。。。    

そのようなそのようなそのようなそのような本来本来本来本来のののの経済経済経済経済はははは人間人間人間人間のののの、、、、自然自然自然自然・・・・環境環境環境環境とのとのとのとの共存共存共存共存とととと、、、、倫理倫理倫理倫理にににに基基基基づくづくづくづく。。。。    

 

2009 年から進められている国のエネルギー政策で “太陽光発電を 2020 年までに 2700万ｋW分設置する”という目標。バブル崩壊や過疎化で“余った”土地で乱開発が進み、普及を支えていたのが 余剰分 FITFITFITFIT「「「「固定価格買取制度固定価格買取制度固定価格買取制度固定価格買取制度」」」」（（（（＊＊＊＊））））    その元となる発電と消費の全体を把握・制御するのが、中央 IT 制御センターをもつスマートグリットスマートグリットスマートグリットスマートグリット という仕組み。そして、消費側のデータを把握するために不可欠なのが、各家庭に取り付けられる スマートメータースマートメータースマートメータースマートメーターだ。 これを通じて、消費のみでなく言動のほぼ全てが、今後我々個人がコントロールするのではなく、IT 制御によって行われる世の中になっていく。 
FIT の順次終了（2019 年末～）と、規制の甘さ から多発する自然破壊に怒る住人の反発もあり、 政策の行方にも問題があるが、当然国からは、余剰分を“こなす”ための消費増大をめがけて、今後ますます「省エネ製品」・新商品が売り込まれるでしょう。 パネル事業と消費社会の拡大、と悪い流れは続く。 自分が節約しても、お金を預けている銀行が“開発”に投資している場合がほとんど・・・ 

では、どうしたらいいのか？では、どうしたらいいのか？では、どうしたらいいのか？では、どうしたらいいのか？    

“仕方ない”のか？“仕方ない”のか？“仕方ない”のか？“仕方ない”のか？    

国の目指すスマートグリットには原発も火力も自然エネルギーも全部組み込まれています。再生可能 エネルギーを推進して、原発をなくせるという法的な根拠はあるのでしょうか？追加で膨大な工業製品の付帯設備（スマートメーターや蓄電池や揚水ダムや送電線など）が必要となるのがスマートグリット。２０３０年に累計で２０００万トンをこえるパネルと風車の廃棄物の責任は？ 

国策国策国策国策「「「「スマートグリットスマートグリットスマートグリットスマートグリット」」」」体制化体制化体制化体制化     

（（（（＊＊＊＊））））電力会社が買い取る という FITFITFITFITの費用は 国民の電気代に 「「「「再再再再エネエネエネエネ賦課金賦課金賦課金賦課金」」」」として 上乗せして徴収されている！ 

ITITITIT 制御制御制御制御    

（＝（＝（＝（＝今今今今までのまでのまでのまでの考考考考ええええ方方方方やややや価値観価値観価値観価値観をををを 180180180180°°°°変変変変えるえるえるえる））））    

� 米国米国米国米国：：：：        １９60年代「「「「ミネラル・キングミネラル・キングミネラル・キングミネラル・キング渓谷渓谷渓谷渓谷のののの判決判決判決判決」」」」環境アセスメント設立によって、渓谷を開発から保護： セコイヤ国立公園区域に編入され、永遠に手つかずの原野(=道路もない)として保証された。 
� ボリビアボリビアボリビアボリビア： 【【【【世界初世界初世界初世界初】】】】2010201020102010 年年年年「「「「母母母母なるなるなるなる地球地球地球地球のののの権利法権利法権利法権利法」」」」議会で承認。地球も「意識生命体」としての権利主体になる という革命的な概念が基礎に。その権利を尊重するために、ボリビア多民族国としての決意を示すとともに、市民もそれぞれ、母なる大地を守るために取り組んでいこうという思いを法律にした。 

� 日本日本日本日本：  1995199519951995 年年年年に提訴された「奄美自然奄美自然奄美自然奄美自然のののの権利訴訟権利訴訟権利訴訟権利訴訟」」」」：島に生息する希少動物を原告として、ゴルフ場開発の                        取消しを求めた裁判（籠橋隆明弁護士籠橋隆明弁護士籠橋隆明弁護士籠橋隆明弁護士、、、、私達市民私達市民私達市民私達市民のののの会会会会のののの相談役相談役相談役相談役でもあるでもあるでもあるでもある））））    
� ペルーペルーペルーペルー： 2020202020202020 年年年年からからからから「「「「大地大地大地大地のののの母母母母のののの権利権利権利権利」」」」をををを憲法憲法憲法憲法がががが保証保証保証保証することを義務付け、新たな法案を承認する前に原住人達 によって確かに有益か否かを審議させる、とする。 

� ノルウェーノルウェーノルウェーノルウェー：【【【【世界初世界初世界初世界初】】】】2018201820182018 年年年年「「「「森林伐採禁止法令森林伐採禁止法令森林伐採禁止法令森林伐採禁止法令」」」」 
� パラグアイパラグアイパラグアイパラグアイ：「「「「森林伐採森林伐採森林伐採森林伐採ゼロゼロゼロゼロ」」」」法案法案法案法案：森林を切り取られた土地を 5年間農業や酪農に再利用することを禁じる。 資源の持続可能な利用法を、地地地地域域域域住住住住人人人人主主主主体体体体創創創創出出出出ししししよよよよううううとととといいいいうううう条条条条例例例例。。。。 

１１１１月月月月 30303030 日日日日    訴訟始訴訟始訴訟始訴訟始まったまったまったまった    

電気自動車 太陽光発電 風力発電風力発電風力発電風力発電    送配電網 電気の流れ ITによる制御 太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電／／／／蓄電池蓄電池蓄電池蓄電池    設備付住宅設備付住宅設備付住宅設備付住宅    蓄電池 蓄電池 エネルギー 貯蔵設備 
変電所変電所変電所変電所    火力発電所火力発電所火力発電所火力発電所    火力火力火力火力    発電所発電所発電所発電所    

原子力発電原子力発電原子力発電原子力発電
太陽光パネル 

住宅住宅住宅住宅    工場 オフィスビルオフィスビルオフィスビルオフィスビル    
スマートスマートスマートスマート    メーターメーターメーターメーター    

商業施設 EV用充電設備 太陽光発電/ガス タービン発電機/ 蓄電池付きビル 設備付住宅 
 



４ 

 

 

 

（T.M.志摩市）：・・・・・・・・・・・・一昨年 6 月には強硬な抗議行動を以て 工事の着工を水際で阻止し、その後、一度事業者側との間で説明会が開催されましたが、先方は高圧的な態度に終始し、自らの要望を押し付け、工事の強行に至りました。 1997 年に環境省は法律で環境アセスメント（環境影響評価制度）を定め、無為な自然破壊を行おうとする大規模開発事業者に歯止めを掛けてきました。緑豊かな自然、綺麗な 空気や水、静穏な環境を次代に引き継いで行くことは、 今を生きる私達に課せられた重要な責務です。 開発と環境保全を共にうまく実現させたのが環境アセスメントです。この趣旨からすると、的矢湾のメガソーラー問題は正に考慮されて然るべきですが、あろうことか、太陽光発電はこの法律から除外されて居ります。つまり、国は法法法法でででで自然自然自然自然をををを守守守守るるるるとととと言言言言いつついつついつついつつ、、、、太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電はははは推進推進推進推進するというダブルするというダブルするというダブルするというダブル    スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードの姿勢なのです。太陽光発電などで作られる 電気は電力会社が買い取りますが、それは私たちの支払う電気料金に上乗せされます。原発の処理にかかる費用や メガソーラーで生み出される電気の仕組みのために電気料金は高くなる一方です。美しい自然を奪われ、大切な海を汚される被害者である我々が、メガソーラーに電気代を支払って儲けさせるのは全く理不尽な話です。 百聞は一見に如かず、的矢湾が悲痛な叫びをあげ、 泣いています。その現場を是非ご覧になって下さい。そして的矢湾の自然を守るために、共に考え、声を上げて下さい。 

（H.M.志摩市）： 当地当地当地当地のののの太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電にににに対対対対するするするする認識認識認識認識ののののなさなさなさなさについては全く 残念と言うしかありません。またそれは我々の運動の至らなさとして受け取る必要があると思います。耕作放棄地の問題は、その発生は日本の田舎のいたるところで見られますが、自治体の対応については様々です。 志摩市の対応は、後進国という体のもので、国立公園の中で、耕作地に パネルを許すなどあきれるものです。耕作放棄地が耕作可能な状態で用意され、空き家を利用し住居もセットするなどすれば、移住する人はきっといると思います。 
 本気で耕作放棄地を再生しようとすればアイディアは出てくるはずです。 （M.M.志摩市）： 冬冬冬冬のののの夜空夜空夜空夜空を代表するオリオン座

（三ツ星）の一等星ベデルギウスが、今その輝きを

失いつつあります。テレビや新聞でも報道されて

おりますので皆さんもお気付きのことと思います

が、星にも寿命があるそうで、ベデルギウスは果た

して燃え尽きてしまうのでしょうか・・・ 
私たちの住む地球も宇宙から見ると大変美しい

星だそうです。この地球には私たち人間のほかに

種々多様な生命が存在します。動植物は言葉を

発しませんが、私たちは彼らの声を聴くことは可能

です。例えば今年、志摩の海では特産の牡蠣、 

真珠貝、伊勢海老等が育たないそうです。知り合い

の漁師さんが仰るには、こんなに酷い状況は知る 

限り初めてとのことです。貝や海老の死滅は海からの

SOSの声と捉えるべきではありませんか。 
身近な例ではメガソーラー開発のために多大な緑

が失われれば、生存に必須な酸素を失うことになり

ます。気候変動抑制のために二酸化炭素の削減が

叫ばれている昨今ですが、私たち人間も当然呼吸を

するたびに二酸化炭素を吐き出す生き物です。森林

のもたらす恵みで、綺麗な空気が生まれることを

思い出しましょう。この数年数年数年数年でででで志摩市志摩市志摩市志摩市はすっかりソーはすっかりソーはすっかりソーはすっかりソー    

ラーラーラーラーまみれまみれまみれまみれとなり、これからも続々と作られていくようで

す。志摩を愛する私たちはこの状況を黙って見過ごしていて

良いのでしょうか。 
(M.F.京都・森林育成ボランティア)：   振振振振りりりり返返返返ればればればれば    人類が火を使う生活を 始めて以降、ここ１５０年余りの間に人口 増加への対応もあるとはいえ、余りにも短い期間の中での資源の大量消費を伴う急速な 変化は、長年培われてきた資源の自然回復作用とのバランスを崩壊さし、これが生き物にとって良くない変化を短時間でもたらしていることは、今、世界中で起こっている自然環境の異常な変動を知れば直ぐにわかること。 日々ますます便利で快適な日常生活を 送ることが出来ている結果のつけの現れを、 太陽光や風力などの自然エネルギーの再利用 （A.C.D.、ベルギー人女性７８歳、歴史学者、元ブラッセル大学教授兼同大学の文献学・比較言語学＆東洋史付属研究所の名誉所長。退職後、孫に誘われ初来日し、強烈な衝撃を受けた：自分が今まで勉強してきた時間が無駄だった、日本にこそ根源が ある！とまで言い切っている。以来、毎年日本に来ている。） この美しい地球が壊されている。私の住んでいる地中海沿岸の中腹からは、山と海と島が見えますが、半世紀前から森が伐採されて住宅区やショッピングモールやサッカー場になった。悲しい。ようやくこのような“景色の食いつぶし”に反対する声が上がってはきたものの（食いつぶすのは人間で、それに効く殺虫剤がない！）、コートダジュールではもう手遅れでしょう。そちらで国立公園に太陽光パネルを設置？（嘘でしょう！）新幹線からよく見かけるのは巨大商業施設の屋根の上とかですが。さらに日本で驚くのは、プラスチック袋がよく使われること。こちらでは数年前から禁止されて、マイバッグをもっていなければ、紙袋をくれる。小さな進歩ではある。幸い若者たちの態度が大きく変わってきているのが一番の希望の兆しかもしれません。 自然自然自然自然にににに対対対対するするするする日本人日本人日本人日本人のののの敬意敬意敬意敬意をををを私私私私はははは本当本当本当本当にににに素晴素晴素晴素晴らしいとらしいとらしいとらしいと思思思思うううう。日本を旅し皆様の素晴らしい文化を少し勉強するようになってから、自分の感受性とどれだけぴったりするものかを発見しました。貴国の自然環境の中にある場所や山・川・植物には、正に神聖さを 発しているものがあり、私でさえ手を合わせたくなるような親しみやすい神様を感じる ほどです。石庭や苔庭、広大な庭園（高松の栗林公園は息を呑むほどのもの）、盆栽等、設計やレイアウトの全てにおいて完璧な調和が求められ、儀式が行われる床の間のようですね。しめ縄も大好きです。自然を敬うのは確かに多くの文化でもそうです、でも（素人の意見を許されるのならば）日本が格別なのは、その畏敬の念をずっと持続し、 さらに究極のレベルへと洗練させたことでしょう。他の文化では、自然に寄り添い、食料や保護を与えてくれる全知全能の存在として尊敬・神格化していた。日本では、はるかに進歩し、とうに超越したにも拘らず、敬い続けるという関係を保っています。 能や狂言などを評価できるほど日本文化を熟知していませんが、例えば能舞台の唯一の飾りが一本の松の絵であることや、俳句などの詩で必ず自然を表すものを含むことも、とても意味深いと思います。(2020年1月) 

《あとがき》 的矢湾、伊勢志摩は日本の “バチカン“、神の国。自然を神と敬い、その心の上に世界 最高の伝統・文化・芸術を生み培ってきた日本の原点。 規律と深い精神性を育む数々の「道」を、現代文明に行き詰った西欧人は今、魂の潤いと救い として追い求めている。 絶えず動いている四つの プレートのぶつかり、それが日本。地球の力と諸行無常を誰より 知っている日本人。 “頂きます”や“もったいない”や“もののあわれ”、木守り柿・お布施柿などの習慣から和歌、謡曲まで、すべてが自然と共に生きる心の表現。 その自然がなくなると心は 残るのだろうか。 “観光資源”・“景観”は自然ではない。自然と環境を守った上でのご褒美だ。 伊勢志摩の課題はそこにあるのでは？ （２０２０年２月、E.N.） 伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園伊勢志摩国立公園をををを大切大切大切大切にするにするにするにする市民市民市民市民のののの会会会会                � 090-7618-2136 

http://loveiseshima.org  facebook : 「伊勢志摩国立公園を大切にする市民の会」  twitter : ＠loveiseshima 

で改善しようという発想は否定しませんが、 利用する上で発生する諸問題を顧みず推し進める施策が、「本末転倒」以外の何物でも ないことは誰の目にも明らかと思うのですが、 何故か推進される。 洋の東西を問わず、世界中の"自らの利益追求のみに邁進する国家権力者とそれに繋がる一部の者(逆もいえるかな)"による 画策では？その結果、「上意下達」で各地方の行政機関もおしなべてその方向へ。 そして、パネルの問題に直面しない国民の 多く？一部？は、国の「自然エネルギーの再利…」という良心に問いかける甘いささやきの 
フレーズで善意？の気持ちが、知らないうちにパネル容認のメンバーに（※合わせて 「売電利益も得られるなら」というささやきもこれ全て画策結果の表れかあるいは悪魔 の仕業か）、との思いです。 私には山田征さんのように電気なしの生活は できませんが、目の前の日常生活を脅かす パネルの設置を何とか止めてもらいたいという 真面目な願いも、設置認可申請に法的瑕疵が 無ければOKという現状に対する、弁護士さんのより専門的なご意見や的矢での手立て等々、 自身の勉強とアクションのためにも、その概要を 教えていただければ幸いです。（2019年12月） 日本日本日本日本よよよよ    森森森森でありでありでありであり湖湖湖湖でありでありでありであり草原草原草原草原でありでありでありであり    山々山々山々山々であるものよであるものよであるものよであるものよ    郷土郷土郷土郷土としてのおとしてのおとしてのおとしてのお前前前前をををを    私私私私はははは賛美賛美賛美賛美するがするがするがするが    国家国家国家国家としてのおとしてのおとしてのおとしてのお前前前前をををを私私私私はははは哀哀哀哀れむれむれむれむ    法法法法のののの条文条文条文条文    経済経済経済経済のののの数字数字数字数字    演説演説演説演説のののの美辞麗句美辞麗句美辞麗句美辞麗句    おおおお前前前前はははは言葉言葉言葉言葉のののの鎖鎖鎖鎖でででで    自縄自縛自縄自縛自縄自縛自縄自縛しているしているしているしている    日本日本日本日本よよよよ    人麻呂人麻呂人麻呂人麻呂でありでありでありであり芭蕉芭蕉芭蕉芭蕉でありでありでありであり    賢治賢治賢治賢治であるものよであるものよであるものよであるものよ    数々数々数々数々のののの詩歌詩歌詩歌詩歌をををを生生生生んだおんだおんだおんだお前前前前をををを    私私私私はははは賛美賛美賛美賛美するがするがするがするが    金銭金銭金銭金銭をををを生生生生みみみみ続続続続けようとあがくけようとあがくけようとあがくけようとあがく    おおおお前前前前をををを私私私私はははは哀哀哀哀れむれむれむれむ    樹樹樹樹をををを崇崇崇崇めめめめ岩岩岩岩をををを祀祀祀祀りりりり    朝日朝日朝日朝日にににに祈祈祈祈ったおったおったおったお前前前前のののの魂魂魂魂はははは    いまいまいまいま認知症認知症認知症認知症のののの迷路迷路迷路迷路をををを    さまよっているのかさまよっているのかさまよっているのかさまよっているのか    （谷川俊太郎氏の詩より） 

 


