
あきる野９条の会 
発足１周年記念 
パワーアップ 
イベント 

☆☆  記記念念講講演演  

    戦戦争争のの国国のの  
子子どどももたたちち  

フォトジャーナリスト 

郡郡山山  総総一一郎郎  さん 
イラクやパキスタン、パレスチナ、タイなどで撮ったスライドを映しながら、 
戦争や貧困の中で暮らす人々や子どもたちの現状と思いを話します。 

☆☆  ミミニニ  ピピーースス  ココンンササーートト  
シショョパパンンののノノククタターーンン((予予定定))ほほかか  
 

ピアニスト   関関  裕裕子子  さん 
平和を願う 多くの皆さまの ご参加をお待ちしております。 

５５月月１１３３日日  （（土土）） 
午後１時開場、１時３０分開会 

秋秋川川キキララララホホーールル   
ＪＲ五日市線秋川駅北口下車徒歩５分 

参加費 ５００円（定員 700 名。参加券をお求めください） 
主  催 憲法９条で平和を守る あきる野９条の会 

協  賛 日の出九条の会、檜原九条の会準備会 
お問合せ あきる野市二宮 1421-4  電話 558-7857（前田） 

             日の出 電話 597-3085（橋本）、檜原 電話 598-0040（酒枝） 

いいまま、、憲憲法法がが危危なないい！！    
ごごいいっっししょょにに憲憲法法９９条条をを守守りりままししょょうう。。

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 

あきる野９条の会行 

私は｢九条の会・アピール」に賛同します。 
200６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 

呼びかけ人として氏名の公表は？ 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･メッセージお書きください。 

 

賛同署名はお済ですか？ 

キリトリ線 

プロフィール 

 郡山総一郎さん：１９７１年 宮崎県生まれ。２００２年「イ

スラエルの現実」と題した写真でよみうり写真大賞奨励

賞を受賞、『週刊朝日』などの雑誌で写真が使われるよう

になる。２００４年４月、イラク取材中に拘束され９日

後に解放された。著書に『人質・イラク人質事件の嘘と

実』（共著、ポプラ社）、「未来って何ですか／ぼくが一番

撮りたかったもの」（新日本出版社） 

 関 裕子さん：ハンガリーのリスト音楽院に留学し 2001

年帰国。ドヴォルザーク国際ピアノコンクール（チェコ）

で第２位、ローマ国際ピアノコンクールで第１位受賞。

国内外で活躍中。あきる野市東中学校出身。 

０４年８月「月光の夏」公演や今年２月の 

キララホールでのコンサートでご存知の 



◆ 呼びかけ人 

秋山 京子（草花） 
安部 潤子（瀬戸岡） 
安部 博之（瀬戸岡） 
天野 常乃（高尾・主婦） 
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） 
石井 愼一（野辺） 
石川 春華（菅生・陶芸家） 
一戸 祐子（二宮・主婦） 
伊藤 紘子（野辺） 
井上 亘司（二宮） 
井上 智恵子（日の出町） 
井上 靖雄（日の出町） 
今井 育子（雨間） 
今泉 榮子（二宮） 
岩田 基嗣（日の出町・伊奈石の会） 
岩本 浩二（草花） 
上原 富十郎（草花） 
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） 
大熊 玲子（横沢） 
太田 善策（草花） 
大西 晃夫（草花・元小学校教員） 
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） 
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 道子（瀬戸岡） 
岡本 加代子（小川） 
岡本 千代治郎（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） 
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） 
河添 聿（草花） 
川田 舞（二宮） 
川田 稔（二宮） 
川原田 京子（二宮東） 
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） 
木下 保子（二宮） 
工藤 隆一（伊奈・元銀波鮨増戸店） 
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 武栄（野辺・東京学芸大学教授） 
河野 久実（二宮） 
河野 静枝（二宮） 
河野 力（戸倉・都立高教員） 
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 富子（二宮） 
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） 
坂本 徹郎（油平） 
坂本 好江（野辺） 
坂本 良子（牛沼） 
佐々木 健人（油平・有気農業研究会主宰） 
佐藤 公久（原小宮） 
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） 
柴田 君江（菅生・主婦） 
清水 藤太郎（草花） 
清水 規雄（多摩市・教諭） 
下沢 弘雄（原小宮） 
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 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 陽子（野辺） 
瀬沼 利壽（油平・歯科医師） 
祖母井 潤（草花） 
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（留原・学生） 
髙山 文孝（留原・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） 
武内 伸夫（上代継・農業者） 
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） 
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） 
中島 元利（野辺） 
中島 祐子（野辺・元小学校教員） 
中嶋 求（留原） 
永田 専一（二宮・元農業委員） 
中原 八千子（小川東） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中村 かほる（雨間・主婦） 
中村 高市（牛沼） 
中村 富彦（二宮） 
中村 洋一（雨間・行政書士） 
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 卓志（野辺） 
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） 
西野 寿二（舘谷・元青梅農林高校教師） 
野口 みつ子（瀬戸岡・主婦） 
橋本 修（雨間） 
橋本 米里（上代継） 
華房 実（雨間・中学校教員） 
羽生 みはる（三内・主婦） 
早崎 俊道（二宮） 
原  信也（雨間・元中学、養護学校教員） 
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） 
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） 
不破 修（牛沼） 
不破 百代（牛沼） 
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） 
松浦 七郎（油平・スポーツ団体役員） 
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） 
峯崎 りみ（渕上・声楽家） 
宮崎 敏男（油平・会社員） 
三輪 絹子（二宮） 
三輪 幸洋（二宮） 
三輪 芳子（二宮） 
村上 和雄（西東京市） 
村山 秀子（草花・主婦） 
茂木 靖幸（引田） 
森 久子（二宮東・こけしの館たつみ店主） 
森 政美（五日市） 
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 照子（昭島市）） 
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） 
米澤 菊江（秋留） 
渡辺 佳也子（川崎市） 
渡辺 湘（野辺） 
渡辺 照美（野辺） 
渡部 直吉（瀬戸岡・農工大学名誉教授） 
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） 
永井 榮亮（二宮・天台宗玉泉寺住職） 
佐野 泰道（山田・元都立高校教員） 
野武 雅之（伊奈・元小学校教員） 

◆ 事務局長 
前田 眞敬（二宮 ℡558-7857） 

◆ 事務局員 
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（留原 ℡595-1431） 
片野坂勝代（二宮 ℡559-6468） 
田中  義夫（草花 ℡558-6860） 
矢澤  則子（秋留 ℡559-5090） 
山下  千尋（秋留 ℡550-7574） 

◎賛同者 480 名（2 月末現在） 

★ 賛同いただける方は裏面の賛
同カードにご記入し、お近くの事
務局員にご連絡ください。官製ハ

ガキに張って郵送くださっても
結構です。会の情報紙「Ａ９ニュ
ース」をお届けします。 
★ 運動を進める募金は郵便振替
でもお受けします。 
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／2006 年３月 

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

呼びかけ人になってください 
サポーターも募集中です 

呼びかけ人としてお名前を公表
される方。ニュースの配布、イベ
ントの企画、駅頭などで宣伝する、
チラシをデザインする、署名を集
める、ホームページをつくるなど、
お手伝いいただける方。 

賛同カードのそれぞれの欄の可
に○をお付けください。 

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。 

 

私たちは、憲法９条を守る賛同署名を呼びかけます 


