
 　8.6新聞意見広告2019にご参加ください！
あなたは平和のスポンサー　お名前の掲載で、主権者としての意思表示を！

STOP！2019年改憲発議
安倍9条改憲NO !　憲法を生かそう！ 3000 万人署名
　3000 万人署名など多くの人々の頑張りで 18 年改憲
　発議はありませんでした。しかし安倍首相は改憲を
　あきらめず、19 年通常国会又は参院選後の改憲発議
　を狙っています。憲法をめぐる正念場となりました。

改憲を止めることは可能です。　　改憲反対の声と、
　辺野古の新基地建設、自衛隊強化、米軍との一体化、
　原発推進、戦後補償、人権問題など安倍政治に反対
　する人々が力を合わせ、北東アジアの非核・平和・
　共生の道を選び、改憲を止めましょう。

９条を未来に！
　あなたと、あなたの周りの方々と一緒に新聞に
　お名前を載せて 9条を未来につなぎませんか！
　8.6 新聞意見広告にどうぞご参加ください。

9 条改憲でな
く憲法を生か

したい！

通信欄

■ストップ ! 改憲 8.6 新聞意見広告 2019 賛同金

　個人（1口 1,000 円）　　　　円　■お名前の掲載（可・不可）

　団体（1口 3,000 円）　　　　円

■会費（　　　）年度　1口 2,000 円　　　口　　　　　　円

■カンパ 　　円

以下は 2018 年 1月と同様です。

メッセージ（お名前公表します）

■この賛同チラシ送付希望　　　        枚

■紙面コピー送付（要・不要）

　
+　　
◆   賛同金　　個人１口　1,000円  　　団体１口　3,000円　　　
             　　　　　　　　　　　 ）すで構結もでらくいはどなんさ生学（  
◆   申し込み方法　  この振替用紙をご利用ください。

　＊ 7月17日までに振り込まれるとお名前を掲載することができます。
　　 直接渡してくださる場合も、この振込用紙を使って、7月20日までに。
　＊ 郵便振替：　01390－5－53097　「第九条の会ヒロシマ」

がすで可も名匿   ）可不・可（ 載掲前名お   ◆ ペンネーム、ニックネーム歓迎。

◆   掲載紙面コピー送付要の方には8月10日頃、会員さんには9月に送ります。

みんなで作る意見広告　メッセージ募集中

メッセージ 31 字以内　6月末までに
子どもさんにも分かる言葉に置き換えて
振替用紙メッセージ欄に書いてお寄せください。

掲載日・掲載紙　2019年8月6日 （月）
・ 朝日新聞大阪本社版朝刊15段
・ 朝日大阪本社以外の全国5段  予定
　賛同金が集まらなかった場合、掲載できない地域がでてきます。

申込方法 今年は
全国に

←

2018 年 8.6 新聞意見広告イラスト

 　8.6新聞意見広告2019にご参加ください！

■ストップ ! 改憲 8.6 新聞意見広告 2019 賛同金

　個人（1口 1,000 円）　　　　円　■お名前の掲載（可・不可）

　団体（1口 3,000 円）　　　　円

■会費（　　　）年度　1口 2,000 円　　　口　　　　　　円

■カンパ 　　円 ■この賛同チラシ送付希望　　　        枚

■紙面コピー送付（要・不要）

掲載日・掲載紙　2019年8月6日 （火）

＊ 7月16日まで



   ■　広島の呼びかけ人（敬称略）
    
アーサー・ビナード（作家）
青木克明（広島医療生協理事長・広島県保険医協会副理事長）　
秋光民恵　　　　
足立修一（弁護士）　
荒川純太郎（共生庵共同主宰者）
池上文夫（福山市議会議員）
石岡敬三（グローイングピース） 
石岡真由海（グラフィックデザイナー）
石川幸枝（なかよし９条の会）　
石口俊一（弁護士　広島県9条の会ネットワーク事務局長）
井上正信（弁護士）　　
太田武男（広島マスコミ・九条の会）　
大月純子（わたしたちの性と生を語る会ひろしま）
岡田和樹（瀬戸ふるさと農園）
岡原美知子（日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク）
小武正教（僧侶）　　    
小野島照子（援助修道会）
恩地いづみ（医師）　　　
加川恵子（パート労働者）　
金子哲夫（元衆議院議員）　　
川原洋子（広島安野・中国人被害者を追悼し歴史事実を継承する会事務局長）
川本正晴
吉川徹忍（浄土真宗僧侶）　　　
木原省治（原発はごめんだ！ヒロシマ市民の会）
栗原君子（元参議院議員）
坂田光永（市民SOHO蒼生舎）
坂本重夫（坂本農場）
城山大賢（念仏者九条の会）
実国義範（平和を考える市民の会・三次）　
ジーン・イングリス（みかん農家）　
スティ－ブン・リーパー（長崎大学客員教授)　
田村和之（広島大学名誉教授）　
田村栄子（元佐賀大学教授）　
塚本勝彦（九条の会・広島県北）　
月下美孝（日本キリスト教団広島東部教会牧師）
徳岡真紀（クラシノワ舎）
利元克巳（ヒロシマ革新懇事務局次長）　
豊永恵三郎（被爆者）
中木風子（広島YWCA代表理事）
永冨彌古（呉YWCA会長・代表理事）　
中村盛博（広島と沖縄をむすぶつどい）　
難波郁江（広島聖文舎代表、広島YWCA会員）
西岡由紀夫（ピースリンク広島・呉・岩国）
西嶋佳弘（日本キリスト教団牧師）　　　
西本章（福山市議会議員）　　
新田秀樹（ピースリンク広島・呉・岩国）
橋本真（幼稚園園長）　　
林辰也（広島YMCA名誉主事）　　
原田健（九条の会・おのみち）
原戸祥次郎（刃物の大喜店主）
藤岡耕二（障害者サポートセンターtogether広島）  
二見伸吾（府中町町議会議員）　
舟橋喜惠（広島大学名誉教授）
牧山員子（カトリック正義と平和広島協議会）
三浦精子（児童文学者）
溝田一成（脱原発へ！中国電力株主行動の会）
村田民雄（市民運動交流センターふくやま・代表）
森瀧春子（核兵器廃絶をめざすヒロシマの会）
盛谷祐三（日本キリスト教団牧師）
山今彰　　　
山川滋（教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま）
山下真澄（広島県議会議員）　　
山田延廣（弁護士　 ヒロシマ総がかり共同代表）　　　
横原由紀夫（広島県原水禁元事務局長）
吉田正裕（大聖院代表役員）　　
渡田正弘（グローバリゼーションを問う広島ネットワーク) 

■　全国からの呼びかけ人
安次富浩（ヘリ基地反対協議会）
阿部悦子（全国土砂搬出反対協・環瀬戸内海会議共同代表）
荒木龍昇 （福岡市議会議員）    
池住義憲（立教大学大学院元特任教授）
池田年宏（憲法・教育基本法改悪に反対する市民連絡会 おおいた）
石飛宏（日本キリスト教団小郡教会員）　   
上原公子（前国立市長）　
大石芳野（写真家）　　
大川清（住民投票の成果を活かす岩国市民の会代表）
大村忠嗣（長野ピースサイクル実行委員）
小川良則（憲法9条を壊すな！実行委員）
小畑太作（日本基督教団西中国教区総会議長）　
梶原得三郎（草の根の会）    
上條恒彦（歌手・俳優）　　
川辺希和子（「キリスト者・九条の会」北九州）   
北村洋美（いせ九条の会）
木村眞昭（念仏者九条の会・福岡）
君島東彦（立命館大学教授）
草地大作（日本基督教団牧師）　   
肥塚侾司（カトリック光教会司祭）　
後藤正史（カトリック松江教会司祭）
崎山比早子（元国会東京電力福島原発事故調査会委員）　
佐藤待子（日本キリスト教団洞爺湖教会牧師）  
柴田もゆる（日本基督教団牧師）
清水雅彦（日本体育大学体育学部教授・憲法学）
鈴木くみ子（ふぇみん）
関千枝子（安倍靖国参拝違憲訴訟原告団長）
高田健（許すな！憲法改悪・市民連絡会事務局）
高橋博子（名古屋大学大学院法学研究科研究員）
高良鉄美（琉球大学法科大学院教授）
武田隆雄（日本山妙法寺僧侶）　   
田中利幸（8・6ヒロシマ平和へのつどい代表）
田村順玄（あたごやま平和研究所　前岩国市市議会議員）
土井登美江（脱原発をめざす女たちの会）
名出真一（歴史は消せないみんなの会）
中尾こずえ（許すな！憲法改悪市民連絡会）
中北龍太郎（弁護士）
那須正幹（作家）　
藤岡淳（立命館大学名誉教授）
舟越耿一（長崎大学名誉教授）未
前田惠子（憲法を活かす市民の会・やまぐち）
益川敏英（名古屋大学素粒子宇宙起源研究機構、機構長）
松岡敏裕（北海道福祉ユニオン書記長） 
松岡幹雄(市民連合豊中事務局)　
松田正久（奈良教育大教員）
森下茂（ピースサイクル浜松）　
山内敏弘（憲法研究者）　
山口たか（市民自治を創る会代表）　
山田真（小児科医）　　
山本みはぎ（不戦へのネットワーク）　
湯浅一郎（ピースデポ共同代表）　
若尾典子（憲法研究者）
若尾祐司（歴史研究者）
脇義重（戦争法を廃止する会）
渡辺多嘉子（平和を実現するキリスト者ネットワーク）
渡辺ひろ子（平和といのちをみつめる会）

■　呼びかけ団体
赤とんぼの会
「安倍９条改憲NO！」広島県北行動　　
岡本非暴力平和研究所　
沖縄・辺野古に新基地をつくらせない広島実行委員会
カトリック正義と平和広島協議会
核兵器廃絶をめざすヒロシマの会
草の根の会・中津
くまもと子育て・教育９条の会　
九条の会・牛田　
九条の会・おのみち　　
九条の会・くまの　　
九条の会・呉　　　　
九条の会・はつかいち
九条の会・広島県北　
九条の会・三原　　    
九条の会  山県
教科書問題を考える市民ネットワーク・ひろしま
呉YWCA　
呉YWCA  WE  LOVE  9条
グローバリゼーションを問う広島ネットワーク
県北退職教職員「九条の会」　　
憲法・教育基本法改悪に反対する市民連絡会 おおいた
市民意見広告運動 　　   
市民運動交流センター（ふくやま）　
市民SOHO蒼生舎　　　
女性９条の会・ひろしま　　　　   
とめよう改憲！おおさかネットワーク　
日本YWCA
日本軍「慰安婦」問題解決ひろしまネットワーク
念仏者九条の会
NO  DU（劣化ウラン兵器禁止） ヒロシマ・プロジェクト
ひろしま医療人・九条の会　   
広島県９条の会ネットワーク
広島県保険医協会    
ヒロシマ革新懇　    
広島宗教者九条の和　
広島宗教者平和協議会　　　
ピースサイクル広島ネットワーク
ピースリンク広島・呉・岩国  　
広島YWCA　
部落解放同盟広島県連合会　   
平和を考える市民の会（三次）
許すな！憲法改悪市民連絡会　  
歴史は消せないみんなの会

 第九条の会ヒロシマ
名誉代表：岡本三夫　　世話人代表：藤井純子
連絡先：〒734-0015  広島市南区宇品御幸1-9-26-413　
TEL：070-5523-6580　FAX:082-255-6580
fujii@jca.apc.org（藤井） URL:http://9-hiroshima.org/

(2019年3月13日現在)

私たちも応援しま～す！

許すな！憲法改悪・市民連絡会


