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5。 25黒民菫豊の目的

①特定秘密保護法に反対

する。

②国家安全保障基本法に

反対する。

③武器輸出3原則の緩和に

反対する。

④集団的自衛権の行使に

反対する。

⑤憲法の改悪に反対する。
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戦争をさせない 1000人 委員会

【発起人】 16名
0雨宮花凛 (作家)・ 内橋克人 (経済評論家)0大江健三郎 (作家 )

・ 太田昌秀 (元沖縄県知事、沖縄国際平不□研究所理事 )・ 奥平康弘 (東京大学名

誉教授)。 小出内美江子 (脚本家)0落含恵子 (作家)・ 鎌田慧 (ルポライター)・ 香

出リカ (精神科医)・ 倉本聰 (脚本家、濠」作家、演出家)・ 佐高信 (評諭家)・ 瀬戸

内寂聴 (作家)・ 高橋哲哉 (東京大学教授)・ 高良鉄美 (琉球大学教授)・ 田中優子 (法

政大学教授)0出□二郎 (北海道大学教授 )

【呼びか け人】 100人
・赤川沢郎 (作家)・ 池田香代子 (翻訳家)・ 石坂啓 (漫画家)・ 上野干鶴子 (社会学者)

・永六輔 (放送作家)・ 海渡雄― (弁護士、元日弁連事務総長)。 ジェームス三木 (脚

本家)・ 新谷のり子 (歌手)・ 菅原文太 (農業生産法人)・ 高遠菜穂子 (イラク支

援ボランテイア)・ 中山干夏 (作家)・ 福山昌劫 (フ ォーラム平不□0人権・環境代

表)・ 前田哲男 (ジ ャーナリス ト)・ 宮里邦雄 (弁護土、日本労働弁護団元会長)

・出崎朋子 (ノ ンフイクシ∃ン作家)・ 山田洋沢 (映画監督)・ 湯川れい子 (音楽

評論家、作詞家)¨・他 83名
【賛同】

・吉永小百含 (俳優)・ ・ 。・他 6名

織 :欄榊墨

連絡先 ;宮崎市別府町3-9
労働福社会館4F宮崎県労組会議

だ30985-29-1212     Fax0985-20中 7312


