平和な未来を、私たちが切り拓こう。

「戦争をさせない全国署名
〈2015 年版〉」にご協力をお願いします

70年前多くの人びとが、
恋人を、
両親を、
愛する人を残して、
戦場に送られました。
日本は、
二度と戦争をしないことを誓ったはずです！
安倍政権は、憲法違反の閣議決定に基づく日米ガイドライン改定や戦争関連法案提出、沖縄辺野古への基
地建設、歴史認識の改ざん、貧困と格差の拡大、原発再稼働、そして憲法改悪へと突き進み、
「戦後レジームか
らの脱却」
を掲げつつ、
「戦争する国」づくりに向け、
大きく踏み出そうとしています。
昨年、みなさんにお願いしてきた署名は合計 255 万筆以上
（追加提出分含む）
を集めることができました。
安倍政権の憲法破壊を阻止するために、新しい
「戦争をさせない全国署名」
を呼びかけます。
皆様のご協力を
よろしくお願い申し上げます。

【要請項目】
１．
「集団的自衛権」
行使容認の閣議決定を撤回してください。
２．海外での武力行使は行わず、平和憲法に基づく外交と紛争解決を進める
ことを明らかにしてください。
３．戦争参加を可能にする、いかなる立法や条約・協定の締結も行わないで
ください。
・新規の署名です。昨年中に署名にご協力いただいた方も、署名することができます。
・日本にお住まいの方であれば、年齢・国籍を問わず署名できます。
・海外在住の外国籍の方については、制度上、首相あてのみ有効となりますので、お手数ですが英語版署
名用紙をお使いください。
・署名は原則的に自筆でお願いします。ただし、自筆で書けない事情があり、ご本人の承諾があれば、代
筆も可能です。
・署名用紙はウェブサイト http://anti-war.info/shomei からダウンロードできます。

〈お送り先〉
戦争をさせない 1000 人委員会 事務局
101-0063 東京都千代田区神田淡路町 1-15
http://anti-war.info mail:info@anti-war.info

塚崎ビル 3 階

TEL：03-3526-2920 FAX：03-3526-2921

インターネットでも署名ができます！

こちらから→ http://goo.gl/j5uRQx

または携帯電話でQRコードをスキャンしてください→

「戦争をさせない」
ために、
いまこそ行動しよう！
一人ひとりが尊重される、
平和な社会をつくろう！
「戦争をさせない1000 人委員会」
の運動は、
多くの人々に支えられて、
全国各地で展開されています。
どうか、
皆さんの運動へ賛同と参加をお願いします。
戦争をさせない1000 人委員会呼びかけ人：
（五十音順）

アーサー・ビナード
（詩人） 青井未帆
（学習院大学教授） 愛敬浩二
（名古屋大学教授） 赤川次郎
（作家） 秋葉忠利
（元広島市長） 雨宮処凜
（作家・活
動家） 飯島滋明
（名古屋学院大学准教授） 飯田哲也
（環境エネルギー政策研究所所長） 池田香代子
（翻訳家） 石坂啓
（マンガ家） 伊藤真
（弁護士・伊
藤塾塾長） 上野千鶴子
（社会学者） 鵜飼良昭
（弁護士・日本労働弁護団会長） 浮田久子
（平和の白いリボン行動・藤沢） 内田雅敏
（弁護士） 内橋克
人
（経済評論家） 内海愛子
（恵泉女学園大学名誉教授） 梅林宏道
（ピースデポ特別顧問） 浦田一郎
（明治大学教授） 永六輔
（放送作家） 大江健三郎
（作家） 大熊政一
（弁護士・日本国際法律家協会会長） 大田昌秀
（元沖縄県知事・沖縄国際平和研究所理事長） 奥平康弘
（東京大学名誉教授） 奥野恒
久
（龍谷大学教授） 小山内美江子
（脚本家） 小田川興
（在韓被爆者問題市民会議代表、
元朝日新聞編集委員） 落合恵子
（作家） 海渡雄一
（弁護士・元日
弁連事務総長） 香川京子
（俳優） 鎌田慧
（ルポライター） 香山リカ
（精神科医） 河合弘之
（弁護士・脱原発弁護団全国連絡会共同代表） 川野浩一
（原
水爆禁止日本国民会議議長） 木村朗（鹿児島大学教授） 金城実（彫刻家） 熊谷博子（映像ジャーナリスト） 組坂繁之（部落解放同盟中央執行委員
長） 倉本聰
（脚本家・劇作家・演出家） 纐纈厚
（山口大学教授） 古今亭菊千代
（噺家・真打） 古関彰一
（憲政史家） 小橋孝一
（日本キリスト教協議会
議長） 小林緑
（国立音楽大学名誉教授） 小室等
（フォークシンガー） 小森陽一
（東京大学教授） 早乙女勝元
（作家） 坂田雅子
（映画監督） 坂本洋子
（フリージャーナリスト・mネット理事長） 坂元良江
（テレビプロデューサー） 佐々木猛也
（弁護士） 佐高信
（評論家） 澤地久枝
（作家） ジェームス
三木（脚本家） 篠原義仁（弁護士） 清水雅彦（日本体育大学教授） 辛淑玉（「のりこえねっと」共同代表） 新谷のり子（歌手） 進藤榮一（筑波大学名
誉教授） 菅原文太（農業生産法人代表） SUGIZO（音楽家・ミュージシャン） 鈴木力（社団法人
「マガジン 9」代表理事） 瀬戸内寂聴（作家） 高作正
博（関西大学法学部教授） 高遠菜穂子（イラク支援ボランティア） 高橋哲哉（東京大学教授） 高畑勲（アニメーション映画監督） 高原孝生（明治学
院大学教授） 高良鉄美（琉球大学教授） 田中優子（法政大学教授） 谷山博史（日本国際ボランティアセンター（JVC）代表理事） 崔善愛（ピアニス
ト） 辻山幸宣（公益財団法人地方自治総合研究所所長） 土屋源太郎（「伊達判決を生かす会」共同代表） 土山秀夫（元長崎大学学長） 坪井直（被爆
者） 富山妙子
（画家） 鳥越俊太郎
（ジャーナリスト） 中野麻美
（弁護士・日本労働弁護団常任幹事） 中原道子
（VAWW RAC 共同代表） 中山千夏
（作
家） 西尾漠
（原子力資料情報室共同代表） 西谷敏
（大阪市立大学名誉教授） 西野瑠美子
（VAWW RAC 共同代表） 浜矩子
（同志社大学大学院ビジネ
ス研究科専門職学位課程教授） 林郁（作家） 原和良（弁護士） 樋口恵子（評論家） 樋口陽一（憲法学者） 福山真劫（フォーラム平和・人権・環境代
表） 舟越耿一（長崎大学名誉教授） 古川純（専修大学名誉教授） 前田朗（東京造形大学教授） 前田哲男（ジャーナリスト） 松浦悟郎（日本カトリッ
ク正義と平和協議会会長） 南典男（弁護士・日本民主法律家協会事務局長） 宮城泰年（聖護院門跡門主） 宮子あずさ（看護師・著述業） 宮里邦雄（弁
護士・日本労働弁護団元会長） 本島等（元長崎市長） 本橋成一（写真家） 森詠（作家） 森達也（ノンフィクション作家） 矢﨑暁子（弁護士） 山内
敏弘（憲法研究者・一橋大学名誉教授） 山口二郎（法政大学教授） 山崎朋子（ノンフィクション作家） 山田真（小児科医） 山田洋次（映画監督） 山
中悦子（NPO 法人「草の根援助運動」
） 由井晶子（フリーライター） 湯川れい子（音楽評論・作詞家） 吉岡しげ美（音楽家） 吉岡達也（ピースボート
共同代表） 吉川勇一（「市民の意見 30 の会・東京」代表） 渡辺美奈
（女たちの戦争と平和資料館」事務局長） 和田春樹（東京大学名誉教授）

★集会に参加してください
「1000 人委員会」は国会情勢などを踏まえ、適宜中央集会などの行動を呼びかけていきます。安倍政権に対し、
「戦争をさせない」という声をあげましょう。情報は随時ウェブサイト（http://anti-war.info）に掲載しますので
ご覧ください。

★戦争をさせない 1000 人委員会」
に参加・賛同してください
「戦争をさせない1000人委員会」の運動への参加・賛同をお願いします。
賛同個人１口1000円・団体１口3000円、
複数口のカンパを歓迎します。

〈郵便振替〉
口座記号番号 00190−1−513413
口座名称 戦争をさせない 1000 人委員会（センソウヲサセナイセンニンイインカイ）
上記の口座あてにお振込みをお願いします。
通信欄に①お名前（あれば肩書き・団体名）
、②お名前の公開の可否、
③ご連絡先
（メールアドレスまたは fax）についてお書き添えください。
手数料受取人負担の振替用紙も用意していますので、
ご入用であればお申し付けください。

★日本全国に「1000 人委員会」を！
「1000 人委員会」は単に「1000 人集める」ことが目的ではありません。あらゆる地域・職場に「1000 人委員会」を
立ち上げ、
日本全体を
「1000 人委員会」
のネットワークでカバーすることをめざします。
署名活動の推進だけではなく、
地域における集会・学習会などにもとりくんでください。
どんな小さな集まりでも構いません。
なお、
立ち上げにあたっては事務局までその旨ご連絡いただければ幸いです。

