マイカップ・マイ箸で
スィーツ

おいしいお店
Bamboo
Bamboo

山の中の小さなおべんとうや

スパイスから作るカレー・おべんとう・ 家 ジンジャー
エールなど。
然の恵みを使った、体に優しいカレー、
お弁当を作っています。

ハッコニブンノ
ハッコニブンノイチ
ンノイチ
ピタ＝イスラエルサンドイッチ。 具材はすべて手作り、無
添加、化学 味料未使用。地産地消でなるべく無
の
をたくさん使用しています。
ごしらえにどうぞい
らして下さい。

GHANA kitchenＢ
ＡＯＢＡＢ
ガーナのごはん・アフリカ
・手しごと
。 こどもた
ちに明るくて楽しい未来をのこしていきたい わたしたち
にできることから♪ みなさんとそんな想いをわかちあい
たいナ。

veggie 食堂 船出屋
船出屋
元気な 然

を使用したヴィーガン 堂です。

おきらく家
体に優しい
まんなど 然 のお
で作った体と
地球に優しく手 な べものをお届けします。

ヘルシーレストランピアニッシモ
インドネシア焼きそば、台湾丼、石炭 カレー、 家 園
の
を中心にヘルシーなメニューでとりそろえておりま
す。

手作りパンサンマロー
柳井

くの手作りパン屋さん♪

コープやまぐち労働組合・9 条の会 お弁当。
勝 屋 うどん、やきそば、ブタカルビ丼、焼 、ホルモン 。

おやつ工房ｈ
ａ
ｒ
ｕ
・米

米粉シフォン、米粉パウンド、米粉クッキー、プリン。 有
機米粉など、小さなお子様からお年寄りまでが安心して
べられる米粉おやつ作りを心がけています。

かすてら工房ばん
日本一の味を求めて、 然卵 00%のカステラづくり。

上 ・祝島
グッズ、「さよなら原発」ステッカー、無
紅 など、つくり手の思いとエネルギーのこもった
品々を扱います。暮らしの中でこれらの品と接することで、
原発のない世界をつくる一つのきっかけとなれば…。

人と地球が喜ぶ暮しわっか屋
オーガニックなもの。地域の安心でおいしい 品、加工
品、手仕事のもの、フェアトレードのものなど。 然や
体を大切に思う気持ち、手仕事の温かさをとおして、失わ
れてきたものの大切さを伝えたい。

風の衣

小さい加工場百日紅
百日紅

小さなエスニック雑貨

有機 産物から作った生姜シロップ、みかんジャム、ひ
じきクラッカー、ケーキ。 安心して べられる暮しを守り
たい。 原発はいりません。

やかな小物や、海の向こうの作り手さんを
に感
じられるフェアトレードの
を して、あったかい気持ち
になってもらえたらいいなぁと思っています。

菓子工房 三上
和 子をおとどけします。原発反対、古 を安心して住
めるところへ。

たのしいお店
祝島の反対 動の 料展示と出版物の 売します。

祝島 島の朝市
朝市の取組みや祝島での暮らしと仕事の紹介。特産物
の 売や祝島の 産物、海産物を紹介します。

はっぴーあいらんど祝島
祝島の写真展示と特産品
ども 売します。

売など。原発

雑貨屋次郎
アフリカ布で作ったふんどしパンツ、タカエ応援 シャツ、
ルワンダ支援カード、亀山ののこフォト絵 書、 がい
支援南相
o ukes バッチなど.

ゆうの会・有機の里柿木村

祝島市場

図書な

上関の自然を守る会
スナメリやカンムリウミスズメが棲む「奇 の海 上 」
の T シャツ・書籍などを 売します。

Ｊａｍｅｃaｆ
ｅ
品セシウム測定データ本「 べる 」の 売。福島の
子を招く下 での 保 グループと共同で う
Jamecafe です。漬物 果物 売も。

椿窯

山陽小野田・宇部ももいろレンガ

米、えごま、
生、味 柿木村有機 パン 六日市古
民家レストラン 、 津和
然栽培

徳地里山デリバリー
柑橘 ( 府・ 浦産)、枝木 (時期の ・枝木)、
(無
・天日干しモチ米)、
(時期のもの)

里山 ひよじ村
ひよじ村
無
粉・

・無化学 料で てた米・もち米・米粉・もち
など。

しゃべって！聞いて！つながって！
手作り品、 品など。原発をつくらせない山口県民の会

きららクラブ
然 法で作られたお

など 売。

かもがわ出版
かもがわ出版
書籍、原発に する本など。

窯元の上田さんはオープニングイベントの演奏も。

えんぴつ画

年お絵描き屋

出版画 えんぴつ・ペン画スケッチノート。

ＦｉｚｚＧｌａｓｓ
地球に住むみんなが、笑い合っていけるような 景を生
きていきましょう。空、海、地球をイメージしたガラス
をお楽しみください。

Ｈｕｔａｎ
然も人も命もゆっくりとめぐっていく暮らしの古本マー
ケット。素敵な本をご紹介できればと思います。

Ｓｌｏｗｅｒ
手づくり生活品、古着。子どもたちも「さよなら原発」手
形アートでアピール。

小倉ＳＡＮ
ＳＡＮ
女性物 服、 器、みかん。今原発を に。

ＪＲ西日本労働組合山口分会
京丹後への米 X バンドレーダー基地建 反対の T
シャツと沖縄の海勢
氏の CD 売 活動報告。

ユニオン山口
ユニオン山口
焼き 子(マドレーヌ)、手作り布小物、その他。

高教組 女性部バザー
休品、コーヒーなどの 売。

リサイクルショップ クララ
フリーマーケット。子ども服、おもちゃ、本など。

ＰｉＰｏＰａ
ハンドメイドチャーム、携帯ケース、

など。

作ってみよう

チームまぜこぜ
まぜこぜ
エコバックづくり ・紙 居 ・活動団体紹介など。

Life Recycled

JAHMELIK & Family
こだままこと
NO ∞ 無
Thought

www.tsunoshimagomi.com

紙ブーメランを作ろう
紙ブーメランに好きなデザインを描いてオリジナル紙ブ
ーメランを作ろう。 材料 200 円

作って飛ばそう 竹とんぼ
竹とんぼつくりと 売

ストークファミリー
楽しむあそび「ストークスティック」体 教室、 具つくり
ワークショップ、手 に stoked!!楽しめます！

展示ブース
展示ブース
上 原発 画、
今、どうなってるの

① 上 原発 画、そのふしぎな 画、なぜ埋め立て先
なの ② 原発って一体何

戦争とヒバクを さない写真展

命を かすもの

① 写真展示(原爆、田ノ浦と祝島、福島、そして基地)
② 原発 係のチラシの 布

上 原発どうするの

瀬戸内の 然を守るために

上 原発 画の中止を求めて、2009 年秋から
圏
で活動している市民ネットワークです。
圏での活動
紹介、缶バッジ等の 売。

反原発へのいやがらせの歴史展
山口

「さよなら原発
万人アクション」に合せて海渡
一弁 士らが企画した「反原発へのいやがらせの歴
史展」。 原発への妨害活動に抵抗力をつけよう。

山口県原水協、つくらせない会
写真展、 名、その他

山口県の海岸で収 したゴミから制作したアート作品の
展示。会場ゴミ収 による作品の制作。環境保全を
え、 国に くカヤック冒
の地図などの展示も

生炭 の水 常を歴史に刻む会

生炭 の水 常に する展示 料。
売。 国物産などの 売。

などの

多分 朗の応援メッセージ

「書」による応援メッセージ。
、子供、一生懸命 張
っているオジサン、オバサン、お父さんお母さんを励ます
ことができれば幸いです。

こぐま保 所

原発川柳事務局

・不 品・手作りおかし 川柳受付

３
・
８集会のプログラム
Ⅰ部 10:00～12:00 司会・天野いつかさん
10:00 オープニング高石ともやさん＆上田達生さん
10:30 開会実行委員会呼びかけ人あいさつ
那須さん・清水さん・田川さん

10:45 メインスピーク
鎌田慧さんアーサービナードさん

11:15 福島からの報告
11:25 連帯あいさつ 伊方原発再稼働反対の報告
島根原発のたたかい報告
11:40 県民アピール
祝島の方・県民（母親・学生など）
11:50 集会パフォーマンス
11:55 集会宣言採択
12:00 閉会

Ⅱ部 12:00～15:00 MC 司会・DON 弥五郎さん
12:00 出店・ブースなどの紹介
12:30 ミュージック広場
コーディネーター・柴田芳光さん
出演アーティスト
三宅洋平

14:30 トーク広場
15:00 閉会

登壇者＆
登壇者＆ミュージシャン
田 慧
森県出 。
を経てフリーライターとなる。大江健
三 、坂本 一、 合恵子氏などと「さようなら原発」を
呼びかけ続ける。「マスコミ九条の会」呼びかけ人の一
人。『六ケ所村の
』、『さようなら原発の決意』など
書多数。
アーサー・ビナード
アメリカ生まれ。日本 での 作、
は日本人をも
嘆させる。2001 年には中原中也 を受 し、
やラジ
オの他、各地での 演活動などにも精力的に取り組ん
でいる。短く研ぎ澄まされた日本のコトバをあつかう立場
から、福島原発事故後の政府やメディアの発信に「コト
バの担う意味」喪失の危機を伝えている。
石 ともや
フォークの 分けの一人。生活 、労働 目線から数多
くの歌を伝え続けている。今でもラジオからは「受 生ブ
ルース」が時折流れている。1 9 70 年代に入り、ブルー
グラスやトラディショナル・フォーク、日本の民 などを歌
い始める。ザ・ナターシャー・セブンとして活動の他、
宵々山コンサートを始める。
上田 生
光市在住のフォークシンガー。光市を拠点に結成した
「凪の座」などで県内外でコンサート活動。30 年来、上
祝島と交流をつづけている。当日は「祝島 歌」を祝
島のみなさんとうたう予定。KRY ラジオ「 に吹かれて」
のパーソナリティーもつとめた。
三宅 洋平
ベルギー生れ。2009 年に 散したレゲエ・ロックバンド
「犬式 a.k.a.Dogggystyle」のボーカル・ギター。「新し
くて懐かしい」ライフスタイルの模索している。2013 年、
参
で緑の党からの推 を受け比例代 に出 。
176,970 票を得た。

田ノ浦に集ったミュージシャン

DON 弥五
南米での素朴な暮らしのなかで 出した世界との一体
感を に帰国。レゲエラッパーとして
からの発信を
続けている。福島原発事故直後に発 された「原発爆
発」は彼のネット番組「もう朝ですよ！」と共にネットユー
ザーの い 心を呼んだ。
Jahmelik
19 歳で中米カリブ海のジャマイカへ渡り現地のリズム感
とスピリットを体得した。2011 年のジャマイカの再 をき
っかけに Jahmelik を名乗る。会場の し出すエネルギ
ーに一体化したレゲエ 現は斬新。
こだままこと
2010 年より「反核」「 然との共生」をテーマに祝島に
移住。2012 年の上 から大 へ核施 の町を巡るライ
ブツアー「意 の核実 」を経て、2013 年、ライブツア
ー「 の平和
」を う。「再生」をテーマにした暮らし、
現活動を
中。
NO ∞ 無
田ノ浦を拠点に各地でライブ活動を った。3.11 も田ノ
浦で ごし現在は拠点を和歌山に。アコースティックギ
ターでロックを弾き る。剥き出しのメッセージ、
々
な演奏。 に け。NO NUKES ONE LOVE
Thought
周南を中心に活動する い 人組み。バラードからアッ
プテンポまで、 年の ポップ曲のカバーを中心にメン
バーの持ち味を活かしたコーラスにパフォーマンスを添
え
を楽しませる。
ゼロノミクマ

「アベノミクスより原発ゼロノミクス」。原発をゼロにする
ために全国をかけまわる 原発ゆるキャラの緑のクマ。な
んと日本初のソーシャルゆるキャラ。特技はダンスとピア
ノ! !
ストリートオルガンや
ストリートオルガンや
手品もある
クマッ！
手品
もある クマッ
！

