
◆ 呼びかけ人 

秋山 京子（草花） 
秋山 朋子（草花） 
秋本 英夫（引田） 
浅川 恭行（二宮・プログラマー） 
朝倉 ルミ子（秋川） 
安部 潤子（瀬戸岡） 
安部 博之（瀬戸岡） 
天野 一郎（入野・自由業） 
天野 常乃（高尾・主婦） 
天野 好美（入野・元教員） 
荒井 郁代（菅生） 
荒井 孝夫（菅生） 
安斎 紀久二（小中野） 
安藤 一郎（伊奈・日本科学者

会議会員） 
安藤 保子（瀬戸岡） 
飯嶋 寛（雨間・元中学校長） 
池田 太郎（野辺・脚本家） 
石井 愼一（野辺） 
石垣 陽子（二宮） 
石川 春華（菅生・陶芸家） 
石川 美保子（野辺） 
一戸 祐子（二宮・主婦） 
伊藤 清四郎（油平） 
伊藤 紘子（野辺） 
井上 亘司（二宮） 
井上 智恵子（日の出町） 
井上 フヂエ（野辺） 
井上 靖雄（日の出町） 
猪俣 珉子（日の出町） 
五十畑 正弘（日の出町） 
今井 晃（雨間） 
今井 明日香（草花） 
今井 育子（雨間） 
今泉 榮子（二宮） 
今井 透（草花） 
入江 久美（草花） 
岩崎 綾子（草花） 
岩田 純子（渕上） 
岩田 基嗣（日の出町・伊奈石

の会） 
岩本 浩二（草花） 
臼井 明（野辺） 
臼井 裕子（野辺） 
内田 公三（草花） 
内田 友子（草花） 
梅村 妙子（小川・主婦） 
浦野 昇（二宮） 
浦野 まり子（二宮） 
遠藤 武（野辺） 
太田 善策（草花） 
大谷 由美子（草花） 
大西 晃夫（草花・元小学校教員） 
大西 治子（草花） 
大野 義信（瀬戸岡） 
大橋 雅子（下代継） 
大庭 宏美（雨間） 
大森 雄二（二宮・会社員） 
大和田 一紘（油平・埼玉大学

講師） 
大和田 宏次（山田・看護士） 
岡田 イト（雨間） 
岡田 君代（菅生） 
岡田 秀一（菅生） 
岡田 光弘（留原） 
岡地 耕作（伊奈・大学生） 
岡地 博美（伊奈・施設職員） 
岡地 富士夫（伊奈） 
岡野 晶子（秋川） 
岡野 幸三（牛沼） 
岡 道子（瀬戸岡） 
岡本 加代子（小川） 
岡本 千代治郎（雨間） 
小川 典子（雨間） 
奥井 昌明（二宮） 
小澤 厚子（二宮） 
小澤 秀夫（野辺） 
織田澤 勇（二宮） 
小野 かほる（上代継） 
表 美子（留原） 

影山 和子（油平・主婦） 
影山 貴美子（引田） 
影山 保（油平・市議会議員） 
片木 文雄（五日市・ＮＰＯ地

域福祉サービス協会） 
片野坂 光典（二宮） 
加藤 みゆき（府中市） 
金井 昭夫（瀬戸岡） 
金井 利巴（小川・元教員） 
金井 眞奈美（瀬戸岡） 
唐澤 真一（横須賀市） 
唐澤 武一（二宮・秋川歌舞伎

保存会顧問） 
河内 悦子（二宮） 
河内 隆（二宮） 
河内 トキ子（二宮） 
河内 美佐子（瀬戸岡） 
河内 幹男（瀬戸岡） 
河添 聿（草花） 
川田 舞（青梅市） 
川田 稔（青梅市） 
川原田 京子（二宮東） 
神崎 茂子（瀬戸岡） 
神田 和歌子（青梅市） 
菊池 明美（小川東） 
木崎 秀治（草花・循環バスを

走らせる会事務局長） 
久野 俊一（高尾・アイム‘89） 
桑村 アヤ子（野辺） 
小池 長之助（二宮・元シベリ

ア抑留者） 
小泉 小夜子（菅生） 
小泉 武栄（野辺・東京学芸大

学教授） 
小泉 久雄（菅生） 
神津 昭二（引田） 
河野 久実（二宮） 
河野 静枝（二宮） 
河野 力（戸倉・都立高教員） 
合田 優子（菅生） 
合田 嘉定（菅生） 
小坂 洋之（油平） 
小島 郁子（戸倉・主婦） 
小島 武比古（戸倉・牧師） 
児玉 由貴子（油平） 
小林 茂雄（雨間） 
小林 徹也（引田） 
小林 とし子（引田） 
小林 富子（二宮） 
小林 十三雄（横沢） 
小林 実（二宮） 
五味 乙（入野） 
小室 寛（入野・日本美術会会員） 
近藤 英子（二宮・茶商） 
近藤 初雄（二宮・団体職員） 
近藤 裕子（二宮） 
齋藤 映子（五日市・主婦） 
酒井 久美子（野辺） 
酒井 優造（野辺） 
坂本 久美（牛沼） 
坂本 徹郎（油平） 
坂本 睦美（原小宮） 
坂本 康夫（原小宮） 
坂本 好江（野辺） 
坂本 美郎（草花） 
坂本 良子（牛沼） 
佐々木 健人（油平・有気農業

研究会主宰） 
佐藤 勝己（高尾・アイム‘89） 
佐藤 公久（原小宮） 
佐藤 清子（草花） 
佐藤 正義（草花） 
佐藤 水奈子（油平） 
佐野 史子（山田） 
佐橋 京四郎（高尾） 
佐橋 弥生（高尾） 
佐山 幹夫（平沢・元教員） 
沢口 節子（草花） 
清水 佐智子（二宮） 
清水 藤太郎（草花） 
清水 規雄（多摩市・教諭） 
下澤 弘雄（原小宮） 

下薗 新吉（草花） 
白井 清隆（雨間・西教組書記） 
菅原 宣夫（山田・元小学校教員） 
菅原 春美（油平・主婦） 
杉森 俊幸（平沢・合唱指揮者） 
杉森 知子（平沢） 
鈴木 和子（入野・元小学校教員） 
鈴木 和子（野辺） 
鈴木 茂（五日市） 
鈴木 昭二（草花） 
鈴木 新五（入野・元小学校教諭） 
鈴木 進（舘谷・圏央道あきる

野裁判原告団事務局長） 
鈴木 富雄（入野・元市議会議員） 
鈴木 光弘（小川） 
鈴木 美代子（留原） 
関 公規（雨間） 
関口 初子（野辺・主婦） 
関 陽子（野辺） 
瀬沼 利壽（油平・歯科医師） 
仙波 毅一（草花） 
外沢 春夫（二宮） 
祖母井 潤（草花） 
田岡 ひま（野辺） 
高倉 徹（草花・アイム‘89） 
高橋 敦子（野辺） 
高橋 和子（二宮） 
高橋 京子（野辺） 
高橋 賢（野辺） 
高橋 泰子（瀬戸岡） 
高橋 養蔵（野辺） 
高橋 洋太郎（瀬戸岡） 
髙山 楽（入野・学生） 
髙山 文孝（入野・イラストレ

ーター） 
滝川 伸司（草花・７０美会講師） 
竹内 新吉（菅生・農業委員） 
竹内 孝司（菅生） 
武内 伸夫（上代継・農業者） 
竹内 富士子（菅生） 
竹内 美鈴（瀬戸岡） 
竹内 林平（瀬戸岡） 
竹之内 正雄（野辺） 
田子内 武良（伊奈） 
橘  修三（二宮東） 
橘  順子（二宮東） 
田中 正志（原小宮・国民救援

会都副会長） 
田中 正巳（雨間・画家） 
田中 晏子（原小宮） 
田中 康憲（菅生・自営業） 
田辺 義一（山田） 
谷口 和憲（草花・「戦争と性」

編集発行人） 
谷村 源五（野辺・学校災害から

子どもを守る全国連絡会議役員） 
田端 あずみ（野辺・母業） 
玉城 慶次（秋川） 
玉木 利雄（草花） 
丹  昇（草花） 
辻 淑子（草花） 
土屋 文子（引田） 
寺門 和也（雨間・元東京都農

業試験場々長） 
糖澤 章雄（郡山市） 
戸沢 典子（瀬戸岡） 
戸沢 弘征（瀬戸岡・市議会議員） 
豊嶋 雅代（小川東） 
永井 榮亮（二宮・天台宗玉泉

寺住職） 
長岡 律子（伊奈・会社員） 
中島 元利（野辺） 
中島 祐子（野辺・元小学校教員） 
中島 美千代（瀬戸岡） 
中嶋 求（留原） 
永田 専一（二宮・元農業委員） 
中原 八千子（小川東） 
長峯 陽子（国分寺市） 
中村 かほる（雨間・主婦） 
中村 高市（牛沼） 
中村 富彦（二宮・アルバイト） 
中村 秀子（羽村市） 

中村 又一郎（小川東） 
中村 洋一（雨間・行政書士） 
中村 吉香（二宮） 
中山 陽子（二宮・元わらび座員） 
名塚 三雄（留原・元公立中学

校長） 
南里 昌子（野辺） 
新坂 智佐子（雨間・主婦） 
新坂 美好（雨間） 
西井 千枝子（秋川） 
西井 稔（秋川） 
西川 昇（引田・年金者組合西

多摩支部副委員長） 
西澤 みどり（小川） 
西野 寿二（舘谷・元青梅農林

高校教師） 
二ノ宮 和代（草花） 
二ノ宮 博雄（草花） 
野口 みつ子（瀬戸岡・主婦） 
萩原 若子（野辺･主婦） 
橋本 修（雨間） 
橋本 フミ（小川東） 
橋本 米里（上代継） 
羽田 栄（菅生） 
華房 実（雨間・中学校教員） 
羽生 みはる（三内・主婦） 
原  信也（雨間・元中学、養

護学校教員） 
原  弘幸（草花） 
早崎 俊道（二宮） 
林 武文（山田） 
林 雅子（牛沼） 
半藤 照男（野辺） 
肥後 陸郎（草花） 
平井 正一（油平） 
平澤 源司（雨間） 
平澤 シヅヱ（引田・クリスチ

ャン） 
平澤 美英子（雨間） 
広木 晃子（山田） 
広木 捷紀（山田） 
深谷 賢子（昭島市・オブジェ

クション T シャツ工房） 
舩木 明子（野辺） 
船田 雅男（草花・ナチュラリ

スト） 
船津 晴子（雨間） 
船津 英夫（雨間） 
古山 秋男（野辺） 
不破 修（牛沼） 
不破 百代（牛沼） 
前田 真一（二宮） 
前田 道子（二宮） 
牧野 正孝（草花） 
増田 恵美子（雨間・主婦） 
増田 忠治（雨間・健康友の会

秋川流域支部長） 
松井 章（下代継・洋画家） 
松井 祐子（小川） 
松浦 七郎（油平・スポーツ団

体役員） 
松川 絢子（雨間） 
松平 重幸（牛沼・国民救援会

秋川流域支部役員） 
丸山 久美子（渕上・水彩画教

室主宰） 
丸山 正俊（渕上・元養護学校

教諭） 
水谷 正紀（雨間・税理士） 
三輪 芳子（二宮） 
南川 一郎（草花） 
峯崎 りみ（渕上・声楽家） 
宮崎 敏男（油平・会社員） 
宮本 謙三（小中野） 
宮下 和子（留原） 
宮本 力（留原） 
宮本 陽子（秋川） 
三輪 絹子（二宮） 
三輪 幸洋（二宮） 
村上 和雄（西東京市） 
村木 源三（秋川） 
村上 シズ子（秋川） 

村山 秀子（草花・主婦） 
茂木 靖幸（引田） 
森下 友義（小中野） 
森田 信春（油平） 
森 久子（二宮東・こけしの館

たつみ店主） 
森 政美（五日市） 
森屋 ミサ子（舘谷） 
谷澤 健一（二宮） 
矢澤 則子（秋留・あきる野原

水協理事） 
矢澤 正道（秋留） 
谷澤 力江（二宮） 
矢島 健次（草花） 
矢島 美代子（上代継） 
山下 昭三（日の出町） 
山下 道代（二宮） 
山田 明人（草花） 
山田 恵美子（草花） 
山田 正人（草花） 
山西 建（雨間） 
山西 善子（雨間） 
山根 トミ江（草花・市議会議員） 
山村 昭一（野辺） 
山本 蛙凡（二宮） 
山本 建弐（草花） 
山本 照子（昭島市） 
山本 知明（瀬戸岡） 
山本 朋子（瀬戸岡） 
山本 礼子（草花） 
横関 幸子（留原） 
吉野 寿枝（二宮） 
吉村 十三夫（留原・元出版社

社員） 
吉本 昇（渕上） 
和田 輝子（引田） 
渡辺 佳也子（川崎市） 
渡辺 湘（野辺・国民救援会秋

川流域支部役員） 
渡辺 照美（野辺） 
渡部 邦男（油平） 
渡部 尚代（油平） 
渡部 正俊（油平・フリーター） 

【 あきる野９条の会 】  
代表・事務局 

◆ 代 表 
瀬沼 辰正（筆頭代表／油

平・元秋多町助役、原水協
理事長） 

濱 久雄（瀬戸岡・元大東文
化大学教授） 

佐野 泰道（山田・元都立高
校教員） 

 
◆ 事務局 

前田  眞敬（事務局長） 
（二宮 ℡558-7857） 

三井  基次 
（瀬戸岡℡558-6334） 

華房千代子 
（雨間 ℡559-3932） 

小林  光男 
（引田 ℡559-3903） 

髙山喜代子 
（入野 ℡595-1431） 

片野坂勝代 
（二宮 ℡559-6468） 

田中  義夫 
（草花 ℡558-6860） 

山下  千尋 
（秋留 ℡550-7574） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

★ 賛同いただける方は賛同カード→ に記入
し、事務局にご連絡ください。受け取りにあが
ります。官製ハガキに貼って事務局へ郵送くだ
さっても結構です。会から 情報紙「Ａ９ニュ
ース」などをお届けします。 

★ 呼びかけ人としてお名前を公表される方はカ
ードの欄の可に○をお付けください。 

★ サポーターとしてニュースの配布、イベント
企画、駅頭宣伝、チラシのデザイン、署名を集
める、ホームページをつくるなどのお手伝をい
いただける方、可に○をお付けください。 

★募金は郵便振替でもお受けしています。 
ぜひ、ご協力ください。 

口座番号 00140-8-630626   
口座名義 あきる野９条の会 

憲法９条で平和を守る 

あきる野９条の会 
発行 ／ 2007 年 5 月（第 6 次） 

事務局 〒197-0814 あきる野市二宮 1421-4 
電話 558-7857（前田 眞敬） 

あきる野９条の会行 

私は｢９条の会・アピール」に賛同します。 

2007 年    月    日 

氏   名  

 

住   所  

電   話  

E メール  

年令は？ 1７歳以下・1８～39・40～59・60 歳以上 

呼びかけ人としてお名前の公表は？ 可  ・ 否 

公表可のと 
き肩書は？  

サポーターになっていただけますか？ 可  ・ 否 
  

募 金（任意） 円   

◆憲法や平和への思い･メッセージをお書きください。 

 

切り取り線 

市民の皆様へのアピール 
日本国憲法を変えようとする動

きが強まっています。 
2004 年 6 月、日本の知性を代表

する９人が九条の会をつくり、日本

国憲法を守るという一点で手をつ
なぎ、「改憲」のくわだてを阻むた 

め、一人ひとりができる、あらゆる努力をいますぐ
始めようと九条の会・アピールを発表し、全国民に

賛同と連帯を呼びかけました。 
私たちは、九条の会の高く掲げた理念と呼びかけ

に心から賛同し、「憲法９条で平和を守る あきる野
９条の会」を結成しました。 社会的な見方、政治

や宗教についての見解、様々な立場などの相違点を
越えて、憲法九条を守るという一点での共同を、す

べてのあきる野市民の皆様に訴えます。 
市民の皆様の、アピールへのご賛同とあきる野９

条の会へのご参加、活動の大きな発展のための募金
を心からお願い申し上げます。 

日本と世界の宝、憲法９条をごいっしょに守りま
しょう。 

2005 年 4 月 29 日 

憲法９条で平和を守る あきる野９条の会 

日本国憲法  第２章 戦争の放棄 

第９条 日本国民は、正義と秩序を基
調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による
威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを
放棄する。 

２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦
力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認
めない。 

あきる野９条の会 紹介 

2005.3.：64 名が会の発足を呼びかける。 
2005.4.29：「発足イベント」あきる野ルピアに 250 名が参加。小森陽

一さん（東大教授）が記念講演。会が発足し、賛同署名を呼びかける

「市民の皆様へのアピール」を採択（左側に掲載）。 
2005.10.30：「講演とビデオ鑑賞のつどい」 中央公民館にて 60 名が参

加。「アジア太平洋戦争と憲法第 9 条」と題して宇都宮大学名誉教授梅

田欽治さんが講演し映画「９-NINE」を上映。 
2005.11.19：「あきる野市民の戦争体験を聞く会」中央公民館にて 57
名が参加。原一美さん（油平）が長崎での原爆体験、南知子さん（伊

奈）が満州での体験を語る。「五日市線空襲」の紙芝居(ビデオ)上映。 
2006.1.22：「バスで行く市内の戦跡めぐり」

列車空襲現場など７ヵ所を見学。秋川の戦

争を語りつぐ会の清水浩さん、横沢入戦争

遺跡調査報告者の唐沢慶行さんが解説。36
名参加。賛同者 445 名、呼びかけ人 228 名。 

2006.2： 1 周年イベントをチラシ、ポスター、

宣伝カーで呼びかける。 
2006.5.13：「発足 1 周年記念イベント」 
キララホールにて 470 名が参加。イラクで 
拘束された経験を持つフォトジャーナリス 
トの郡山総一郎さんの記念講演、関裕子さんのピアノ演奏、「ねがい」

の合唱、憲法の朗読を行なう。賛同者 800 名、呼びかけ人 312 名。 
2006.8：映画｢日本の青空｣製作あきる野協力会の活動に協力。9／30 脚

本を書いた池田太郎さん（野辺在住・あきる野 9 条の会呼びかけ人）

を囲む会(27 名が参加)を開く。同映画の製作協力券の普及に取り組む。 
2006.10 あきる野９条の会・戦争体験を語りつぐ会が発足し、戦争体験

手記の募集が始まる。 
2007.4.14：学習会｢改憲手続き法案とその狙い｣中央公民館にて 56 名が

参加。講師は弁護士で全国革新懇代表世話人の四位直毅氏。映画「日

本の青空」のダイジェスト版を上映。 
2007.6.2：あきる野原水協など 17 団体と個人で劇映画｢日本の青空｣を

みるあきる野の会を結成して映画｢日本の青空｣上映会を開催。あきる

野市教育委員会が後援。1,150 名が鑑賞。 
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