


呼びかけ団体　　

呼びかけ人のみなさん  （2015.7.1現在 50音順　敬称略）
青池裕輝子 青木恵子 青島伸雄 赤堀ひろ子 秋山博子 浅野徹  浅羽  愛 
浅見幸也　　  芦沢恵子  安達寿子  渥美邦夫  安藤　実  飯野良一  池谷昭二
池ヶ谷道子  池田　一  池谷秋雄  石垣鈴江  石川和市  石河大東  石黒秀昭 
石田  亨   石野恒雄  石原清美  居城  弘   市川静枝  市川  勝  一森政代 
稲見  貢   井上克世  上田素子  牛丸  修   臼井勝夫  内田隆典 内田文喬 
内山  宙   楳田民夫  海野京子  枝村三郎  大石  巌   大石恒雄  大石康智 
大石喜恵  大井美智子  大河内俊雄  大石博史  大多和暁  大塚雅弘  大塚幹六 
大庭郁枝  大橋真司  大畑好子  小笠原 学  笠原里夏  岡村哲志  岡本英次 
岡本和枝  岡本裕市  岡山耕一  小川  央   興津みき  興津りょうじ  荻野洋子 
小櫛和子  小澤僖和子  乙黒悟郎  乙黒不二子  小野裕子  梶浦靖貴  梶浦康正 
梶浦礼子  加藤一夫  加藤  晋   兼清啓司  鋪    清   上條桂子  加茂大樹 
河村正史  北岡和義 北野庄次  北野  豊　  北村修治  北山禮子  木野  忠 
木野久恵  久保田潤  久保田毅　  久保田朋子  栗田寛　　  黒田泰行  黒沼由利子 
小網圭子  小池  猛   小池善之  五井  卓   合戸  忍   合戸政治  小海  誠 
越膳明子  腰塚雅代  越山哲老  ごとう 和  小長谷保  小林豊子　  小林  登 
小林りえ子  小宮山克己  近藤  厚   西郷雅子  西郷  豊   斉藤久男  佐久間章孔 
桜井建男  桜井規順  櫻田和也 笹本忠志　  佐藤博明  里  秀夫   佐野慶子 
佐野雅則  佐野容子  塩沢忠和  篠原めぐみ  渋谷富子  島津不二子  下村昌子　 
下村義則　  白鳥和代  白山聖浩  榛葉伊佐雄  榛葉悦郎  新村由美子  杉尾健太郎 
杉田源太郎  杉山早智子  杉山繁二郎  杉山利朗  杉山智昭  杉山浩子  杉山美代子 
杉山  亮   鈴木克洋  鈴木省吾　 鈴木節子  鈴井孝雄  鈴木卓馬  鈴木威雄 
鈴木  正   鈴木敏和  鈴木裕子  鈴木雅子  鈴木町子  清陀七生　  妹尾圭持 
関  研一  外木ゑみ子  田上  悠   高池  梓  高貝  亮   高木  登   高田朋子 
高塚宏之  高梨  誠   高松令子  竹野  昇   田中綾子  田中嶋直子  谷川樹史 
田村義雄  千葉朝子  塚原  保　  塚本清一  土屋連秀  土屋源太郎  露木千尋 
寺尾  昭   東城清香  戸塚栄子  戸塚のぞみ  富田英司  富田しず子  富田倫弘 
伴野恒雄　  鳥畑与一  内藤文子  内藤純代  永井花子  長倉伊津江  中西勤 
永野  海   中村光央  鍋田敏子  成澤  聰   成瀬  實   新宮  あい  西垣定治郎 
西ヶ谷知成  西郷雅子  西郷  豊   西谷博子  西村一義　  丹羽  巌   根本翔一 
根本  猛   野末寿一  野村尚宏  法蘓順子  羽賀兼雄  芳賀直哉  橋本勝六 
橋本誠一  服部愛子  服部憲之　 馬場利子  浜松茂久  林　克   林  弘文 
林弥千代  林  容子   原田朋子  仁杉秀夫  平野克明  平野智子  深田百合子 
福田敬弘 藤井道彦  藤川イツ子  藤澤智実  藤牧正弘　  藤本月子  藤原玲子 
別符  聡   堀尾惠三  牧  野豊   槙本真理子  増田照恵　  増田和明  増田都志美
松井和子  松川由美  松下由美子  松永昌治  松村皐月  松本重延  松谷  清 
三浦登志子  三国愛子  御宿哲也  水野好治  三井義廣  水戸秀子  三橋閑花 
宮  秀雄   宮本昭子  三輪矩正  西部勝子  村野　雪  室伏正博  望月貞夫
望月吉春  諸橋順子  森下文雄  森田豊次  森  正孝   森   檀   八木澄夫 
矢島弘美  安田愛子  谷津智恵美  山河  進   山崎ひろみ  山田久美子  山村良夫 
山本明久  山口享子  山本義彦  横井圭介  横野  守   吉岡一枝 吉川悦子 
依田  敦   李  英洙   渡辺  昭   渡辺正寿  遠藤正雄 諏訪部史人　(以上  286名)
     

戦争をさせない1000人委員会・静岡 　憲法改悪反対静岡県共同センター　　静岡県宗教者平和懇談会
静岡県労働組合共闘会議　　　遠州労働者連帯ユニオン　　　郵政産業労働者ユニオン・静岡県協議会 
浜岡原発を考える静岡ネットワーク 静岡県労働組合評議会　全国一般全国協議会安倍川製紙労働組合 
三島ふれあいユニオン　　静岡地区労働組合連合会　　静岡自治体労働組合総連合　  竜爪山九条の会 　　　
静岡県商工団体連合会      高友会 (藤枝)　　 新日本婦人の会静岡県本部　　        農民運動静岡県連合会　　
富士地区労働組合会議　　静岡県平和委員会　　富士ふれあいユニオン　  静岡県民主医療機関連合会　
憲法改悪阻止各界連絡会　　静岡ふれあいユニオン       　原発なくす会 静岡　　ローカルユニオン静岡 
静岡県中部地区労働組合会議　　 静岡県弁護士九条の会　　 静岡市9条の会連絡会　　    静岡ＹＷＣＡ
しずおか改憲阻止の会  　(以上30団体・順不同)
 　

いのちを守るいのちを守る
7.18　静岡総がかり行動静岡総がかり行動

戦争させない・9条壊すな！
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