
落語藷霜警警剛嫡
毀基地計画書と、靭鯛再論。

3．が5　∵在油企菜誘致耐用民会蕉解職。緩くこ恨公営亨が「民会蟻・と改危e

AI3　－公営かう奄美坤調眠会議諭吉戒．

大師内各議会ヾ反乱を決議。本土各呼I二・奄美人｛こふう“守3令か緋。

6．3　中称脹遼寧に皮相（橋口富緑が出馬作東508）窮歌枕辰巳村長（頂）o

8．19才一回枚ラス祭、喜界、名瀬、大和・瀬戸内より荊謂殺す隻・漆工よリバス5台、

栗岡車二十敬合、卒甜二葉箱。前夜菜の壮観CI尊前41沫面上

9．如麗髄膜斤前Iこて、公報坤賦絵。師の岡荷役逢県民集会と厄じく参仰約三

4人、この中誘爆の金にいて中庸摘郎百人参加）・集会の後、知較渉。
II．7才I日　焼本槻塙議、二百人で大京咋

12．の井1日反公昏全郡民現地総決起大会．勃岨4人、湯治干据耽理の尽お積萌し

て百人　鬼籍、穣琉歌私圧服舘†二百人。覿けデ高二精ううとして礼斗・駒

玉であお村長命令にて放れ瀬戸内海上戸で隣に勅諭出る。

露語大観。離散軸（醜よ．，）軸．
机o東燃の板子久急踏査隊と、反対派50人が急襲、2－凋囲後（こ常勤（も乗り込んで

麦て来由塙の激突．

8．7台臥直撃の中で平田Iこて希え日枝宇久祭．参舶4人、中井沌氏ちと蒋く．

旧8帝王国東熊本社交浄三百人の海象、2急不竺唾掛．

1975雪（昭和50軍）

1．iO、、琉球孤キャラバン、の末ン、単匂、軍田所元博史氏諦和

え10金丸知事東急、郡民合縁五百人が待ち受け、警官50人とスラッジの混乱。

雛‘平田、新王†専端へ根調的0人私印鵬叩0人－こJ河サ人生髄政の停
ま4虎帰島で九州の自然とや3集会言酔眼会議代表、水ン諏訪之涌島尺看、参加

6．9　平田青軍師佳本職義忌避桶さる．脅迫電文の帝村民会鍛約百乱二よる連日のマイ

7攻撃Iセ即八七分瀬碁は∵72月寺同線一二誤植。

87ポン　スお前落八秒退。コミューン“無神慮み発足．

88ノi、決怒崩長官射．奄美速姑の保田輿論代議士（匁国土庁政務漢息国中幼＼）の

東西。神事桧浅三百人、ズ克て塙ち受けて疎縞．

9．i42誌豊年祭．無翰iIの参が日より村民会議あ員、賞的纏綿iLT盛大Iこ祭る。

博う　え応報舞台、緒紋．豊予察の怨涌こう俗と甘）、信徒の血蘇共同体を萌裂．

lI．3　向販テ久祭。‡酌量公園I二五百人参刺。
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l亀7東燃参り（東燃和歌山工塊への把符旅行）阻止の鴨の言邦武、村民公課向で助言

活動．向束香華軸もこれを皮切りに、本社、社昏をへの細鵬噂。

璃｛こ、。TS融鴫珪砂闘。おへ．
AII　え恵美辞一つ、橋口宮森氏を村長爪医長して認め鴨いたの、村種鬼をポイ工、ソト．

4け∴無我利け、進水式．村民会談、ええ姫を会隊と、より鰯と受ける．

この頃、榎宇久島の反対ガやせ主（久志）の工費を．和樹桜の角で仮詳己．

＆5　枚デズ息の釣こ．漂翻）磐言を球．

繍5　坪4回娘子久祭．例亨の平田一団って久志、ね淡味ヒッピーかいき令の動。三吾人．
8・eI昏種村鞠芝．灘ねえIG議席中、反翻（妃の帰敬．

？．柑徳之島勘繰摘頓理工璃池（MAT池）鵬函薫る。

1977年（鴫允52串）
1．尭漸イ廿日）の、県の現瞬童調査税開会．村民会戦しき連日、説明会残へデモ。

3・l県の掛違容量調査－あ、3宇内手鞠即事での未、錬前垂かつ坤専念。

410久知こて、無我利道場の名鴨式。村民余鞠†覆定律．

53　九叩住民埼交束奄美金満・付表約30人平田へ．奄美との連帯実斗軍曹う．

時好瀬戸内町給う駒的つ∴CTSの誘致を鵜島、議員らの裏の胴衣ぐ

は4郎鵬妊催瀬戸内町大会．乱＝屋各日公国Iこ24人等先主デモ。

履∴中　村定例燐禽語間“うに甜網政調蟻．誘致促進李貴会が発足．

le78年（哺和53年）

1．東燃、怨敵（こ彼デス前垂t殻。矛一々工魯一㌢79年．賛成派前纂車検剛から土

塊と∽－）諭し、尭内埋立ての後、矛二期として夜チ又島部文に、。

1・3hal　中瀬酎漠協賛撥高島11涙常を員と寮歌が一方的に選定、久志漁民6

危（内、無籍利4角））で当に差別され、村民会議っいに裁判斗多に播打切る。

ま∴辛勅萌細再、純、危柄の庭押領的こよ3モズ7養殖蝦嬢に対して高調

垂直凄票池er3　の　晴荒し、用の撤窮命じ、滝上保漸く：通達、酌I寂去．

7∴押蓬の板子久急前祭具和せの玩印をめぐる、、存チ久裁判、名刺こて公判．

＆5着6日板チ久祭、本土よ・）岡急敬で名寄紬、国毎窮絵とも3．
10∴瀬戸内町浸協理事会、4日（た2）で現瞬瞳にOkと鎗弓．
10割南畝息4刷両の台町村長、議長、漁協直毛泉に対して現埴師詳依頼。
Io・郷　原漁民民ら魚眼告とする“壕景榊、鬼頭Iこて計一回公祖

母4克燃本社攻撃∵内皮無翻」全も参加上
乾坤平田　山下水産＿アコツ漢組合鮮紅．新潟事案重大へ。

79年（堪和54年）

1・6村民会犠舶打ち副菜会田軋二百人豹口内皇支吉富の利用暖お鍋斬る。

2・lI弗民会議主催・鬼瀬も仁尾面会鼠こて理珪軸蔓詞重賞予輔成阻止の全部集会．
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無我利道場アルバム
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77’旧3月3日

横手久ドンの浜にて

反対派の節句
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枝手久ドンの畑にて
ダマリ
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