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戦争をさせない１０００人委員会・信州
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「１０００人委員会・信州」呼びかけ人は現在１３４人
呼びかけ人の皆さんのご意見を紹介します（追加分）
「戦争をさせない１０００人委員会・信州」の呼びかけ人が１３４人になりました（１０月８日
現在）。弁護士、大学教授、仏教界、作家、医師、会社役員など、幅広い分野から就いていただき
ました。ハガキやＦＡＸなどでコメントを記入していただいた呼びかけ人の声を紹介します。

戦争で なくて嬉しや 遠花火
■坂巻隆男（医師）
■樋口至宏（フリー編集者）
１０００人委員会は、後世日本に平和を残し、
一人ずつの力を集められれば、と考えます。
世界平和の一里塚となる歴史的使命を有します。
平和を愛する力を合わせて戦争をさせず九条を ■中谷冨美子（会社役員）
共に守りましょう。
政治、宗教、仕事に関係なく人間として戦争
は絶対にしてはいけない、させてはいけないと
■高野登（人とホスピタリティ研究所代表）
思っております。発起人の方々には本当に感謝
百年先を見据え、今をていねいに生きること いたします。
を目指す「百年塾」でも、命と平和の大切さを
話し合っています。未来へつなぐ中継ぎ役をし
■酒井春人（龍鳳書房代表）
っかりと果していきたいと思います。
歴史に学べない政治家が多くなっていること
を危惧します。
■堀内壽郎（百姓）
戦争と戦争の準備がされるとき、真っ先に苦 ■宮澤節子（子ども・子育て支援市民活動家）
しめられる庶民の一人として参加します。
日本の若者に自分の事として考え、行動して
欲しいと思います。
■和田登（児童文学作家）
“もはや戦後ではない”から、もう“また戦 ■神津武士（第二代佐久市長）
前だ”に様相が変わりました。
戦争で なくて嬉しや 遠花火
若い方々が頑張って下さい。
■塩原俊（自然保護運動家）
戦争への道を何とか阻止したいものです。
■西村佳壽子（元町議）
できることからやれればと思います。お役に
■竹迫祐子（安曇野ちひろ美術館副館長）
たてるかどうか…。よろしくお願いします。
非戦の７０年の歴史は、私たち国民の願いと
努力の結晶です。その輝きを未来に継承するこ
■矢野要子（子ども・子育て支援市民活動家）
となくして、人類の幸せはありません。
子ども達に安心・安全で平和な未来を！
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■横山タカ子（料理研究家）
「戦争だけはしてほしくない」
。その思いだけ
です。
■瀧澤和子（日本婦人有権者同盟松本支部長）
子どものころは２１世紀は戦争のない世紀と
信じていたのを思い出しました。
「ついこの前、
戦争なんて野蛮なことをしていたんだね。人間
って案外考えていなかったんだね」なんて言っ
てみたいよ。

戦国の多くの若者が戦死する可能性が高まる。
個別的…でのイラクサマーワ後、自衛隊員の自
死者数を見よ。隣国・韓国のベトナム戦争に参
戦した若者のその後を見よ。平和憲法を活か
せ！
■茅野富佐子（会社役員）
国境がなくならないかな～。この狭い地球だ
もの。
■星野和彦（演出・プロデューサー）
人類にとって戦争は最大の犯罪です。

■李春浩（信州渡来人くらぶ世話人）
北東アジアが争いなく平和にすごせる事が世
界平和につながります。特に朝鮮半島で再び戦
火を交えてはいけません。休戦協定を一日も早
く平和協定へ。北東アジアの共同体実現が大切
です。

■チャーリー宮本（ミュージシャン）
いちど、どこかで。ピースコンサートを実現
したい。ＮＯモアＷＡＲ ＯＮＥ ＬＯＶＥ
■内藤英昭（長桂寺住職）
憲法９条こそ全世界に輸出したいものです。

■安藤真后（平和の種をまく会所属）
貧困と戦争、環境破壊がなくならない限り、
どんなに科学や生産力が向上しても無意味では
ないかと思っています。

■宮﨑小里（元男女共同参画推進団体代表）
たった一度きりの人生。戦争で失いたくない!!
悲しむ人を出したくない!!

■百瀬智（日独市民交流ネットワーク代表）
殺すな！集団的自衛権で海外派兵が可能にな
れば、日本だけの事情で決められないことが増
え、ずるずる泥沼に引き込まれ、日本を含む参

■曽我逸郎（中川村長）
微力ですが、宜しくお願い申し上げます。

「戦争をさせない」イラストを大募集！
戦争へ１歩、また１歩と近づいて行く気配に、
「このままで、いいんだろうか」と感じている
あなた！「戦争をさせない」という私たちのアピール文を、
「視覚的に表現するイラスト」を描
いてください。あなたの力を貸してください。ご応募をお待ちしています。
◆テーマ：
「アピール文」の趣旨を表現し、戦争に反対し平和
を願うイラスト。◆応募資格：誰でも応募可。年齢、国籍、プ
ロ・アマを問わない。◆応募規定：①未発表のオリジナル作品。
②サイズは自由（ハガキも可）
。③色彩はカラー・モノクロど
ちらでも可。④一人、グループで複数の作品を応募しても可。
◆応募締切：2014 年 10 月 18 日（土）
［必着］◆審査発表：
「呼
びかけ人」および「賛同者」の投票により、投票数の多い作品
を選出。◆賞品：最優秀作品に図書カード 10000 円分などを贈
呈。◆作品使用：入賞作品は当会のチラシ、ポスター、ニュー
ス、グッズなどに使用。
［詳細はＨＰか事務局へ問い合わせを］
左のイラストは、呼びかけ人の金井奈津子さんが松本市
内で開かれたイベントで、戦争をさせない絵を描いても
らうコーナーを開き、集めていただいた中からの一作品
です。小中学生を中心に全部で６１枚のイラストが集ま
りました。左の絵は松本市の小学６年Ｙ・Ｋさんの作品。
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「戦争をさせない１０００人委員会・信州」呼びかけ人
２０１４年１０月８日現在（１３４人／五十音順／敬称略）
愛敬浩二（名古屋大学教授／元信州大学助教授）
、青井未帆（学習院大学教授／元信州大学准教授）
、
赤尾義道（真慶寺住職）
、縣孝二（設計室「空」代表）、安藤真后（平和の種をまく会所属）、石川
文洋（報道写真家）
、一由貴史（弁護士）
、井出正一（長野県日中友好協会会長）、井出孫六（作家）
、
稲垣一良（長野県ニューギニア会顧問）
、井上英実（真宗大谷派僧侶）、伊波敏男（信州沖縄塾塾長）
、
今村真直（南信州文化財の会名誉会員）、色平哲郎（佐久総合病院医師）、岩崎功（弁護士）、岩下
智太郎（弁護士）
、鵜飼照喜（信州大学名誉教授）、牛山秀樹（弁護士）、内坂徹（医師）
、内山二郎
（フリージャーナリスト）、岡庭一雄（前阿智村長）、長田雄介（弁護士）、奥平康弘（東京大学名
誉教授／憲法研究者）、小野鉄二郎（映像プロデューサー）、表秀孝（長野大学名誉教授）、織英子
（弁護士）
、片桐みどり（伊那民俗研究所会員）
、門屋和子（ハンセン病問題に関わる長野県民の会
代表）、金井奈津子（フリーライター）、鎌田實（医師）、神澤國子（元長野県母子寡婦福祉連合会
会長）、上條剛（弁護士）
、神谷さだ子（日本チェルノブイリ連帯基金事務局長）、河原進（満蒙開
拓平和記念館館長）
、川村龍洲（書家）、木島知草（人形劇がらくた座主宰）、北川和彦（弁護士）、
北澤一伯（美術家）
、窪島誠一郎（作家）、小池さやか（弁護士）、小岩井孝（日本映像学会会員）、
神津武士（第二代佐久市長）
、小林正（弁護士）、小林信康（会社役員）
、小原宏（弁護士）、五味正
明（弁護士）、齋藤俊江（飯田歴史研究所客員研究員）、斎藤洋一（歴史研究者）、酒井春人（龍鳳
書房代表）、坂田雅子（映画監督）
、坂巻隆男（医師）、桜井佐七（憲法９条を守る県民過半数署名
をすすめる会呼びかけ人）
、佐々木都（うすだ憲法９条の会副会長）、佐藤豊（弁護士／元日弁連副
会長）、佐藤芳嗣（弁護士）
、塩入隆（長野県短期大学名誉教授）、塩原俊（自然保護運動家）、清水
智弥（弁護士）
、下嶋哲朗（ノンフィクション作家）、下平秀弘（弁護士）
、諏訪雅顕（弁護士）
、相
馬弘昭（弁護士）
、曽我逸郎（中川村長）、高橋卓志（神宮寺住職）、高野登（人とホスピタリティ
研究所代表）、瀧澤和子（日本婦人有権者同盟松本支部長）、滝澤修一（弁護士）、竹内永浩（弁護
士／元長野県弁護士会会長）
、竹迫祐子（安曇野ちひろ美術館副館長）、武田幸作（福祉団体職員）
、
武田芳彦（弁護士）
、田中欣一（日本思想史家）、茅野富佐子（会社役員）、茅野實（長野県環境保
全協会会長）、チャーリー宮本（ミュージシャン）、常盤井智行（明徳寺住職）、内藤英昭（長桂寺
住職）、中嶋多鶴（飯田日中友好協会副会長／元満蒙開拓団団員）、中村竜子（女性問題研究家）、
永田恒治（弁護士）
、中谷冨美子（会社役員）、中西智教（恵明寺住職）、成澤孝人（信州大学教授）、
仁科良幸（会社役員）、西村佳壽子（元町議）、西村忠彦（きけわだつみのこえ７０年の会代表）、
二瓶裕史（行政書士）
、野澤喜代（フリーディレクター）
、羽田綏子（主婦）、狭間壮（声楽家）、早
出由男（弁護士）
、原正治（弁護士）
、東栄蔵（文芸評論家）、樋口至宏（フリー編集者）、平出澄栄
（信濃エンパワーメント太陽の会代表）
、福島昭子（みんなの学校ｉｎまつもと企画委員長）、藤井
俊道（長性院住職）
、穂苅甲子男（木曽義仲を讃える会前会長）、星野和彦（演出・プロデューサー）
、
藤瀬恭子（ちの男女共生ネット代表／諏訪東京理科大学嘱託教授）
、堀内壽郎（百姓）
、堀米美聡（弁
護士）、又坂常人（信州大学特任教授）、町田清（弁護士）、松嶌澄雄（定専寺住職／長野県念仏者
九条の会事務局長）
、松本猛（美術・絵本評論家／ちひろ美術館常任顧問）、峯岸八戒（俳人）、宮
﨑小里（元男女教参画推進団体代表）
、宮澤節子（子ども・子育て支援市民活動家）
、宮下将吾（弁
護士）、宮地良彦（信州大学名誉教授）、宮本民子（チャクラムーン主催）、向山敦子（満州移民を
考える会）、村山智彦（長野県憲法擁護連合代表委員）、毛利正道（弁護士）、茂木祐司（御代田町
長）、百瀬智（日独市民交流ネットワーク代表）
、森田恒雄（飯田日中友好協会会長）、両角達文（弁
護士）、柳川眞澄（僧侶／善福寺住職）、柳谷知之（牧師）、矢野要子（子ども・子育て支援市民活
動家）、山上友浩（有限会社・花の銀杏園代表取締役）、山田直哉（弁護士）、山崎泰正（弁護士／
長野県憲法会議事務局長）
、山下久枝（下久堅九条の会）
、横田雄一（弁護士／人権センターながの
理事）、横山タカ子（料理研究家）
、李春浩（信州渡来人くらぶ世話人）、若麻績敏隆（白蓮坊住職
／画家）、和田清二（弁護士）
、和田登（児童文学作家）、渡部和綱（玄正寺住職）
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「賛同者」の輪がどんどん広がっています！
「戦争をさせない１０００人委員会・信州」は集団的自衛権の行使容認に反対する賛同者・賛同
団体を募集しています。インターネットやＦＡＸ、郵送などでどんどんと輪が広がっています。賛
同者の皆さんから寄せられたご意見を紹介します。

「命は 1 つ。この大切な命は愚かな為政者に弄ばれてはならない」
◆ 私の父は９５歳になりますが、戦争体験者であり
「二度と戦争をしてはならない。日本の平和憲法は
世界に誇るべき憲法である」と言って、今再び戦争
に向かっているような情勢を憂いております。新聞
で「１０００人委員会・信州」が発足され大変嬉しく思っ
ております。カンパ致します。（小川村・女性）
◆戦争を体験した両親から戦争の悲惨さを聞いて育
ちました。父は外地に 6 年おり母は東京大空襲の中、
奇跡的に生き延びた一人です。二度と戦争を繰り返
さないために賛同いたします。カンパ致します。（小
川村・女性）
◆集団的自衛権の行使は戦争の始まりと思うので絶
対反対です。憲法９条と平和を守る運動を応援しま
す。カンパも致します。（長野市・男性）
◆カンパに協力します（長野市男性）
◆10 年来、市民への憲法教育に携わっています。また、
拙著においても平和憲法の大切さと解釈改憲の危
うさについて指摘をさせていただいています。平和
に暮らして来た数十年が、この一年で大きく変化し
ようとしています。なんとかしたい！（伊那市・男性）
◆戦争をさせない 1000 人委員会・信州さんの呼びか
け文、すばらしい！やわらかくて、大事なことをしっ
かり網羅して、誰にもわかりやすいです。「紅茶なき
もち』ブログと FB で紹介させていただきました。（石
川県・女性）
◆武力で平和をつくることはできません。私たち一人
ひとりが「戦争させない」思いを声にして大きな力
にしていきましょう。（上田市・女性）
◆8/24 日の信毎社説を読みました、以前より、絶対意
思表示をしなくてはいけない、世界に誇れる憲法の
戦争放棄、を世界遺産に登録出来ないか等、考えて
おりました、ささやかながらカンパさせて頂きたい
と思います、資料お送りください。（上田市・男性）
◆活動に賛同致します。平和を守るための活動資金に
少しでも協力できればとカンパさせて下さい。憲法
9 条の重さを、大切さを噛みしめています。我が子を、
そしてこれから生まれ来るすべての子供たちの命
を、人殺しにする為、殺されるかも知れない為に私
達母は命のバトンをしていくのではありません。命
は 1 つ。この大切な命は愚かな為政者に弄ばれては
ならないのです。（佐久市・女性）
◆国民はナメられていると思います。「戦争をさせな
い」大きなうねりを創らなければなりません。（信濃

町・性別不明）
◆聖戦はない。自衛という名の戦争もない。始まれば
只の殺し合い。遙か彼方から、用意周到に避けて通
る賢明な努力が必要です。カンパいたします。（佐久
市・男性）
◆ カンパに協力します。戦争の実体験を持つ最後の
世代として、子供や孫たちを二度と再び戦争の危険
にさらさせない責任があると思っています。そのた
めにも、安倍政権打倒に向けて頑張りましょう！（茅
野市・男性）
◆メーデーやデモなどに参加した事がありますが、対
立の構図を無理矢理に浮き彫りにし、相手を攻撃す
るシュプレヒコールに違和感を覚え、こういった運動
に参加する事に躊躇してしまいます。でも、このまま
何もしないままでもいられないのです。この会はま
だ発足したばかりで、私の価値観に合う方向にすす
むのかどうかは現段階ではわかりかねますが、何も
しなければ何も変わらない、まず一歩と思って賛同
させて頂きます。（茅野市・女性）
◆「強制は音を立て始めている」と感じています、今の
内に大衆の声を結集していかなくてはと参加致しま
す。（松本市・男性）
◆たいへんな時代になりました。木曽でも何かしなけ
れば流されてしまうような危機感があります。賛同
金をカンパしたいと思います。（大桑村・男性）
◆ カンパします（長野市・男性）
◆何かせねばいられない、居ても立ってもいられない
毎日です。絶対に戦争する国にはさせたくないとい
う思いばかりです。小さい力でも何かできることが
ないかと思います。少しですがカンパもさせてくだ
さい。（長野市・女性）
◆上田市真田町に居住しています。「戦争をさせない１
０００人委員会・上小」の「発足集会 11 月 1 日（土）13
時 30 分 勤労者福祉センター3 階大会議室 詳細
調整中」とのインフォーメーションが「戦争をさせな
い 1000 人委員会・信州」に掲載されています。仮に、
連絡をつけるとしたら、どなたにご相談したら宜し
いでしょうか。手を煩わしますが、宜しくお願いしま
す。（上田市・男性）
◆貧者の一灯で一口だけのカンパを致しました。大変
かとお察し申しますが国民一人一人が応援していま
すのでご尽力お願い申します。御手数お掛けします
が資料戴きたくお願い申します。（長野市・女性）
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