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桂敬一さん、湯山哲守さんをＮＨＫ経営委員として推薦すること、および「ＮＨＫ経営

委員候補者の推薦に関する申し入れ」の 

賛同者名簿（50 音順） 

（2008 年 12 月 6 日現在） 
 
【個人】 

相沢  緑（おだわら・9 条の会） 
青崎百合雄（カトリック東京教区町田教会員） 
赤坂京子（団体職員） 
明石太郎（カメラマン） 
赤土素子（新日本婦人の会 高槻市部） 
我妻 弘（メディアを考える会・練馬） 
浅岡 隆裕（立正大学文学部講師）   
浅川道雄（日本子どもを守る会理事） 
浅田 明（Freelance Mathematician） 
鰺坂 真（関西大学名誉教授） 
梓澤和幸（弁護士、「News for the people in 

Japan(NPJ)」代表） 
足立 明（京都唐橋診療所所長） 
天野勝文（元筑波大学教授） 
阿南勝也（大分県農民運動連合会事務局長） 
阿部 裕（日本ジャーナリスト会議運営委員・

神奈川支部代表） 
新井文雄（坂戸市議） 
新谷一男（京都市教職員組合執行委員長） 
荒地新治（ＮＨＫＯＢ）  
有田悦子（富田林市） 
有田政敏（富田林市） 
有地淑羽（アボリション 2000 京都代表） 
有原誠治（アニメーション監督）、 
杏さだ子（京都市左京区、詩の朗読者、介護職） 
安東克也（神戸市東灘区北青木４） 

粟野 宏（山形大学助教授） 
飯嶋和子（千葉県佐倉市） 
家田 保（富田林市） 
家田雅代（富田林市） 
家田勇一（富田林市） 
五十嵐敬喜（法政大学 法学部教授） 

五十嵐勉（会社員） 
五十嵐二葉（弁護士、山梨学院大学大学院教授） 
五十嵐準（会社員） 
壱岐一郎（元沖縄大学教授、民放 OB） 
池田修平（春日井市） 
池本和之（大分地域労働組合委員長） 
石井麻子（ニットデザイナー） 
石井長世（日本ジャーナリスト会議事務局） 
石川 明 (元関西学院大学教授） 
石川康子（調布「憲法ひろば」） 
石川康宏（神戸女学院大学教授） 
石黒 淳 
石坂 明（団体職員） 
石坂 啓（漫画家） 
石坂千穂（長野県議会議員） 
石坂政雄（新聞ＯＢ会・元日経新聞社員） 
石埼一二（日本ジャーナリスト会議代表委員） 
石田 雄（政治学研究者） 
石田達児（大分勤労者山岳連盟会長） 
石田 昇（日本ベトナム友好協会兵庫県本部理

事長） 
石塚 香（会社員） 
石塚秀樹（会社員） 
石塚 勝（新聞ＯＢ会・元毎日新聞記者） 
石橋靖子（千葉県佐倉市） 
石原晃子（新日本婦人の会兵庫県本部事務局長） 
石原未樹（神戸市） 
石原由佳（神戸市） 
石原佳和（神戸市） 
石丸宏光（東海テレビ放送ＯＢ）  
石村善治（言論法研究者、福岡大学名誉教授） 
石本美智子（主婦） 
伊集院正（ＮＰＯ学生文化創造学生支援相談室
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相談役） 
伊集院泰子（小金井市） 
磯見道郎（年金生活者） 
井手尾理沙（主婦） 
伊藤邦雄（京都府商工団体連合会会長） 
伊藤秀一（東京都文京区） 
伊藤幸夫（司法書士）  
伊藤力司（ジャーナリスト） 
井上和子（親と子の平和のつどい） 
井上桂子（西宮市） 
井上哲雄（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
井上秀城（西宮市） 
井上美佐子（西宮市） 
井上美代（東京都練馬区） 
井上隆生（前伊丹教職員組合委員長） 
今井 潤（放送を語る会代表） 
今場歌子（主婦） 
今場啓史（ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミ

ュニティ・会社員） 
今場 俊（会社員） 
祝 教允（原水爆禁止協議会神戸地区協議会） 
岩井直臣（元・神戸市議会議員） 
岩佐英夫（弁護士） 
岩崎希久弥（名古屋市天白区） 
岩崎貞明（放送レポート編集長） 
岩崎よし子（名古屋天白区） 
岩田孝行（東海放送人 9 条の会・9 条の会なご

や） 

岩田久美子（名古屋市東区） 
岩田孝也（名古屋市東区） 
岩田直人（名古屋市東区） 
岩本智之（大気環境研究者） 
上田佐紀子（ＶＡＷＷ－ＮＥＴジャパン） 
上野千代（時みつ会） 
上野祐一良（兵庫県歴史教育者協議会会長）  
上原あゆみ（大阪府枚方市・主婦） 
上原秀樹（準公務員〔旧通産相系〕） 
上見 奈美（大分県大分市敷戸） 
魚住真司（関西外国語大学準教授・ＮＨＫＯＢ）

臼井 愛（放送を語る会会員） 
宇田川順子（武蔵野市市民） 
内倉孝夫（兵庫県アジア・アフリカ・ラテンア

メリカ連帯委員会理事） 
内野光子（さくら・志津憲法９条をまもりたい

会） 
内橋克人（経済評論家） 
梅木秀徳（元ＦＭ大分社長） 
梅田 修（滋賀大学） 
瓜谷美沙子（川西市） 
瓜谷修治（ジャーナリスト／「九条の会かわに

し」代表世話人） 
海野光雄（元毎日放送報道局長、元神戸学院短

大文芸課教授） 
江尻美穂子（津田塾大学名誉教授） 
大井哲郎（憲法９条京都の会賛同人） 
大岩芳恵（豊橋市） 
大川佐代子（大阪府高槻市） 
大川弘道（東京江東区） 
大串和雄（東京大学教授） 
大治朋子（ジャーナリスト） 
太田武男（日本ジャーナリスト会議広島支部代

表幹事） 
大谷昭宏（ジャーナリスト） 

大谷みき（高校教師） 

大塚要治（学習塾講師） 
大西五郎（日本ジャーナリスト会議・東海）  
大西 広（京都大学教授） 
大西 誠（愛知淑徳大学教授） 
大野 晃（日本ジャーナリスト会議運営委員）   
大野恵子（西宮市） 
大野 博（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
大場幸夫（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
大林奈美（兵庫県明石市） 
大原 雄（フリージャーナリスト） 
大治浩之輔（フリージャーナリスト、元記者・

ＮＨＫ出版編集局長） 
大平千草（主婦） 
大平俊介（会社員） 
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大八木賢治（教科書ネット） 
大柳武彦（メディアを考える会・練馬） 
大脇雅子（元社会党政策審議会長） 
小笠原伸児（弁護士、憲法９条京都の会事務局

長） 
岡嶋 寿美（愛知県小牧市村中） 
岡田知子（平和の会・立命館大学国際平和ミュ

ージアムボランティアガイド） 
岡田英樹（立命館大学教授） 
岡本考弘（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
岡本 勇（兵庫いしずえの会代表） 
岡本靖太郎（日本ジャーナリスト会議会員） 
小川恒子（元家庭裁判所調査官） 
小川輝光（教員） 
小木 宏（八王子市） 
沖野皓一（東海学園大学講師・元 NHK アナウ

ンサー） 
荻原陽子（千葉県佐倉市市議会議員） 
奥平康弘（憲法研究者、東大名誉教授） 
奥野しのぶ（デートＤＶ防止ひろしま） 
小倉志郎（横浜市民） 
小黒淑江（九条の会まつざわ） 
小野善邦（総合研究フォーラム常任理事）                                

小薗博美 
香川公一（弁護士） 
垣内つね子（言論表現の自由を守る会事務局長） 
垣本千里（新日本婦人の会兵庫県本部） 
角 安彦（全日本年金者組合大分県本部委員長） 
梯 俊明（映演労連書記長） 
梶本修史（兵庫県原水爆禁止協議会事務局長） 
片山のぶき 
片山むぎほ（元都立高校教員） 
片山義博（東京農工大学大学院教授） 
勝田博之（名古屋市緑区） 
加藤あい 
加藤 和（群馬県富岡市） 
加藤和博（労働者） 
加藤けい子（名古屋市熱田区） 
加藤 剛（日本ジャーナリスト会議会員） 

加藤正志（協同組合しんまち） 
加藤利三（京都大学名誉教授） 
加藤とし子（農業） 
加藤久晴（メディアを考える会・練馬） 
加藤雅章（名古屋市熱田区） 
加藤正信（ＮＨＫ問題京都連絡会世話人） 
加藤正芳（無職） 
加藤三彦（日本国民救援会（兵庫県）灘支部長） 
加藤幸子（新日本婦人の会） 
加藤早苗（団体職員） 
加藤 勉（会社員） 
加藤正之（農業） 
角田晃信（無職） 
門屋満智子（多摩女性学研究会） 
鐡輪武郎（ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミ

ュニティ） 

鐡輪八枝子（主婦） 
金子 惠美（長野県長野市稲葉） 
金子 博夫（長野県長野市稲葉） 
金子 道代（長野県長野市稲葉） 
金丸研治（映演労連副委員長） 
金持 徹（神戸大学名誉教授） 
鎌田誠一郎（京都市右京区） 
加納 博（名古屋市千種区） 
神谷扶左子(時をみつめる会） 
上脇博之（神戸学院大学大学院実務法学研究科

教授） 
嘉村健彦（大阪社保協 大阪市内ブロック代表） 
亀井 淳（日本ジャーナリスト会議代表委員）

亀山統一（大学教員） 
唐木田卓司（新聞ＯＢ会・元朝日新聞編集局） 
川上紀代子（N.J.K.21 代表） 
川上俊智（全国税関労働組合元神戸支部支部長） 
河相一成（東北大学名誉教授） 
河合美恵子（大和郡山市） 
河合良一（新聞ＯＢ会・元日経新聞社編成局参

事） 
川合隆史（名古屋市守山区） 
川合紀子（名古屋市守山区） 
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川合葉子（非核の政府を求める京都の会常任世

話人） 
川口幹夫（元ＮＨＫ会長） 
川口裕子（新日本婦人の会兵庫県本部副会長） 
川越義夫（グラフイックデザイン） 
川崎泰資（元ＮＨＫ記者、元椙山女学園教授） 
川田マリ子（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
川田豊実（日本ジャーナリスト会議会員） 
川田康範（大阪市・会社員） 
川竹和夫（ICFP-JAPAN 代表、元東京女子大教

授・ＮＨＫ世論調査所長） 
河内正行（映演労連委員長） 
河村泰子（新日本婦人の会 高槻市部） 
河野慎二（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
河野利子（高槻市・主婦） 
河野安士（ＮＨＫ問題大阪連絡会世話人代表） 
菅野禮司（大阪市立大学名誉教授） 
官林祐治（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
菊池正志（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
岸野美奈子（医師） 
北川伸一（兵庫県労働組合連合事務局長） 
北島千代子（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）世

話人） 
北原和登（無職） 
北村恵利子（パート） 
北村順生（新潟大学） 
北村信二（放送を語る会会員、ＮＨＫＯＢ） 
北村房義（兵庫県健康管理士会） 
北村洋子（兵庫県伊丹市） 
北村良一（会社員） 
木村厚子（岐阜県市民） 
清野 厚（自治体職員） 
清野和江（会社員） 
清野由美（主婦） 
櫛田 稔（東海放送人九条の会事務局長） 
久保明子（根津・千駄木憲法学習会） 
くまがいマキ 
藏田  茂（ＮＨＫＯＢ） 
倉本頼一（京都橘大学講師・京都平和遺族会代

表（代理）） 
栗原 岳（主婦） 
栗原梨枝（主婦） 
栗原洋介（自営業）  
車木蓉子（詩人）  
黒瀬 勉（大阪府高槻市） 
黒田幸子（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
小泉 勇（医師） 
小泉邦耕（朝日新聞ＯＢ 元新聞労連近畿地連

委員長） 
小出五郎（科学ジャーナリスト、ＮＨＫ・０Ｂ） 
小竹義夫（高槻市） 
小滝一志（放送を語る会事務局長・元ＮＨＫ  

ディレクター） 
児玉正直（佐倉市市議会議員） 
小寺寛逸（元小学校校長） 

五藤定子（西宮市） 
後藤 浩（安保破棄兵庫県実行委員会事務局長） 
後藤玲子（弁護士・兵庫県弁護士会会員） 
小中陽太郎（日本ペンクラブ理事・星槎大学教

授） 
小西正剛（明石市南王子町１４） 
小沼稜子（ねりま 24 条の会） 
小林登美夫（メディアを考える会・練馬） 
小林豊司（新聞ＯＢ会・元東京新聞部長職） 
小林義明（マスコミ九条の会事務局） 
小牧英夫（兵庫県弁護士会所属弁護士） 
小松博映（清瀬市野塩） 
小森田精子（日本科学者会議代表幹事） 
近藤節子（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
崔 善愛（ピアニスト） 
斉藤寿江（ピース・Peace・同友会） 
斉藤利津子（主婦）   
斉藤哲成（新聞ＯＢ会・元日経新聞社員） 
佐伯重雄（商栄企業組合職員） 
坂 敬夫（キリスト者平和ネット） 
酒井憲太郎（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
酒井 広（元ＮＨＫアナウンサー） 
坂上 遼（ノンフィクション作家） 
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榊原優子（名古屋市中川区） 
坂田 護（神戸市東灘区深江南町２） 
坂本 茂（練馬平和委員会）   
坂本 明（重工産業労働組合） 
坂本雄心（学生） 
佐々木有馬（富田林市） 
佐々木稔子（富田林市） 
佐々木葉子（富田林市） 
貞兼綾子（NGO 団体代表） 
佐藤敏子（バイオジェン・アイデック‐ジャパ

ン[株]コンサルタント） 
佐藤光彦 
佐藤和喜治（国家賠償同盟湯沢支部長） 
佐藤雪江（[株]刀水書房） 
澤井海壽（京都市中京区） 
澤井美佐子（京都市中京区） 
沢田昭二（名古屋大学名誉教授） 
指方英佑（無職） 
指方節子（主婦） 
繁沢佳代子（名古屋市東区） 
繁沢政典（名古屋市東区） 
志田なや子（八王子市） 
四宮晴彦（新聞ＯＢ会・元日刊工業新聞社編集

委員） 
柴田鉄治（日本ジャーナリスト会議代表委員・

ジャーナリスト） 
島田三喜雄（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
志水紀代子（NHK 問題を考える大阪の市民の

会・追手門学院大学教員） 
清水順子（鎌倉市民）  
清水英夫（青山学院大学名誉教授・弁護士） 
シュルツ八坂由美（開発メディアコンサルタン

ト、元長崎放送及び NHK 長崎勤務、元 JICA
メディア開発専門家） 

東海林智奈三（主婦） 
東海林勤（牧師） 
東海林照一（柔道整復師） 
東海林路得子（VAWW－NET Japan 運営委

員） 

荘司美子（学校に自由の風を！ネットワーク） 
庄司善哉（日本科学者会議会員） 
上丸洋一（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
白井浩子（岡山大学教員） 
白井洋子（日本女子大学文学部教員） 
白石 孝（プライバシーアクション代表） 
白石 勉（兵庫県アジア・アフリカ・ラテンア

メリカ連帯委員会理事長） 
白石玲子（東久留米市議会議員） 
白濱雄三（新聞ＯＢ会・元朝日新聞編集局） 
須藤春夫 法政大学教授 メディア総合研究所

所長 
須貝道雄（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
菅原 秀（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
杉浦ひとみ（弁護士・東京アドヴォカシー法律

事務所） 
杉原光三郎（日本国民救援会兵庫県本部） 
杉本 衛（治安維持法賠償同盟尼崎支部） 
杉山正隆（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
杉山光央（言論表現の自由を守る会代表） 
鈴木賀津彦（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
鈴木キヨコ（主婦） 
鈴木甚郎（全日本年金者組合湯沢市支部長） 
鈴木敏央（新聞ＯＢ会・元日刊工業新聞社業務

局業務部） 
鈴木恒男（農業） 
須田淳子（新日本婦人の会） 
須田 稔（立命館大学名誉教授） 
須藤直行（新聞ＯＢ会・元共同通信社部長職） 
隅井孝雄（日本ジャーナリスト会議代表委員・

京都ノートルダム女子大学客員教授） 
関口博正（神奈川大学）  
関谷美奈子（京都子どもを守る会事務局長） 
相馬千春（ウェブサイト「ちきゅう座」会員） 
醍醐 聰（東京大学教授） 
高木恒久（横浜市民） 
高田ひろ子（憲法フェスティバル） 
高橋 功（湯沢市生活と健康を守る会副会長） 
高橋邦夫（映演労連委員長） 
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高橋 忠（湯沢市生活と健康を守る会会長） 
高橋 信（愛知県平和委員会理事長） 
高橋正明（兵庫県平和委員会事務局長） 
高羽 一（伊丹市民） 
高山尚武（新聞ＯＢ会・元産経新聞社横浜支局

長） 
田口恵子（大阪府（元教師）） 
田口拓海 京都市上京区 
田口七海（大阪府） 
田口政行（大阪府） 
武市常雄（アムネスティ京都グループ会員）  
武智祐治（東京都足立区） 
竹永良一（札幌市、元ＮＨＫ職員・営業担当） 
竹森真紀（北九州がっこうユニオン・うい）  
立垣満里（西宮市） 
竜江 薫（名古屋市千種区） 
田所明治（東京都葛飾区） 
立松清隆（元民放労連名古屋放送労組委員長） 
田中早苗（弁護士・田中早苗法律事務所） 
田中三郎（安保破棄京都実行委員会事務局長） 
田中茂治（東京都世田谷区） 
田中紀子（東京都世田谷区） 
田中広実（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
田中富士男（高専名誉教授） 
田中和香子 
田場祥子（ＶＡＷＷ－ＮＥＴ運営委員） 
田場洋和（メディアを考える会・練馬） 
田場史生（メディアを考える会・練馬） 
玉置敏次（高槻市） 
玉田文男（社会保険労務士） 
築谷時雄（治安維持法賠償同盟 兵庫県本部） 
津川知久（兵庫県高等学校教職員組合中央執行

委員長） 
辻 昌秀（機関紙協会京滋地本副理事長） 
土屋和政（千葉市佐倉市） 
土屋洋子（千葉県佐倉市） 
津田正夫 (立命館大学教授・元ＮＨＫ報道プロ

デューサー) 
堤 隆二（兵庫県革新懇事務局長） 

津村ひろ子（保育士） 
津村行雄（会社員） 
津村聖子（主婦） 
津村隆行（会社員） 
寺内 寿（憲法９条京都の会事務局次長） 
寺沢和子（元練馬区教育委員） 
出口文子（豊中市会議員 文教委員長） 
出口保幸（豊中市・前自治会長） 
寺尾光身（元理系教員） 
暉峻淑子（てるおか・いつこ）（埼玉大学名誉教

授） 
徳田伸之（北海道） 
戸崎賢二（愛知東邦大学教授） 
戸塚章介（新聞ＯＢ会・元毎日新聞社員・新聞

労連東京地連委員長） 
友成光吉（日本ジャーナリスト会議会員・ラジ

オ大阪ＯＢ） 
内藤 林（大阪大学名誉教授） 
永井広克 
永井巳恵子（前長野市議会議員） 
長尾かなえ（大阪市・主婦） 
長尾信之（準公務員〔医療関係〕） 
長尾粛正（元民放労連大阪放送労組委員長）  
長田満江（茨城県つくば市・常陸 24 条の会） 
中側益夫（香川大学名誉教授） 
中河 聿（千葉県佐倉市） 
中河三男（千葉県佐倉市） 
中田賢吾（元 NHK デイレクター） 
中田直美（主婦） 
永田慎一（神戸市） 
永田治良（大阪府立箕面高校元校長） 
永田陽一（フリーランス・ライター） 
仲築間卓蔵（日本ジャーナリスト会議放送部会

代表） 
中西綾子（子どもの未来を考える市民の会） 
中野明彦（工学博士） 
長野八久（大阪大学教員） 
中原道子（「女性・戦争・人権」学会代表） 
中村敬子（書家） 
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中村悟郎（写真家） 
中村茂樹（メディアを考える会・練馬） 
中村寿子（大阪市鶴見区） 
中村春子（千葉県佐倉市） 
中村一二三（高槻市） 
中村 宏（高槻市） 
中村雅子（桜美林大学教授） 
中村文江（[株]刀水書房） 
中村道宏（日本ベトナム友好協会兵庫県本部副

会長） 
長沼 士朗（放送人の会幹事） 
中山春夫（政党地区役員） 
中山とし子（京都市左京区） 
鳴海義之（ふるさと線を守る東日本連絡会世話

人） 
新居弥生（ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミ

ュニティ） 
丹生淳郷（薬学博士） 
西尾真人（狛江市民） 
西岡栄造（大和郡山市） 
西岡京子（大和郡山市） 
西川 幸（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）事務

局） 
西川恭次（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
西野瑠美子（フリー・ジャーナリスト） 
西畑孝司（赤穂市中浜町） 

西村じゅんや（東京都世田谷区） 
西村千津（ＮＨＫ問題京都連絡会世話人） 
西見紀代美（富田林市） 
西見耕一（富田林市） 
西見勉行（富田林市） 
西見直人（富田林市） 
西山清雄（朝日放送ＯＢ、元民放労連近畿地連

副委員長） 
西脇満智子（新日本婦人の会兵庫県本部） 
二宮 淳一郎(別府大学名誉教授) 
貫名初子（兵庫県アジア・アフリカ・ラテンア

メリカ連帯委員会会長） 
野上清博（神戸市） 

野上明美（神戸市） 
野崎 清（放送と女性ネットワーク in 関西世話

人） 
野崎剛一（ＮＨＫＯＢ） 
野田隆三郎（岡山大学名誉教授） 
野中章弘（ジャーナリスト・アジアプレスイン

ターナショナル代表） 
橋本良仁（高尾山の自然を守る市民の会事務局

長） 
長谷川千秋（元朝日新聞大阪本社編集局長） 
長谷川尚子（大府市） 
長谷川長昭（ＮＨＫ問題京都連絡会事務局長） 
畑田重夫（国際政治学者、日本平和委員会代表

理事） 
畑 康彦（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
畑本美雪（新日本婦人の会高槻市部） 
幡山文一（神戸大学名誉教授） 
服部かをる（千葉県佐倉市） 
服部邦彦（放送を語る会会員、ＮＨＫＯＢ） 
花房恵美子（早よつくろう！「慰安婦」問題解

決法・ネットふくおか） 
花房俊雄（戦後責任を問う関連裁判を支援する

会） 
ばばこういち（放送ジャーナリスト） 
馬場佳子（非核の政府を求める京都の会世話人） 
浜口克己 
濱嶋隆昌（日本国民救援会兵庫県本部事務局次

長） 
早川与志子（大学院講師） 
林 利夫（大阪府高槻市） 
林 豊（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
原 昭午（歴史学研究者） 
原 寿雄（ジャーナリスト・元共同通信編集主

幹） 
原 宜子（元教員） 
原田 久（京都府立高等学校教職員組合執行委

員長） 
原 允（詩人） 
半田孝子（湯沢市市議会議員） 
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彦坂 諦（平和省プロジェクト） 
日隅一雄（弁護士・「News for the people in 

Japan(NPJ)」編集長）  
日高のぼる（詩人） 
日高宏明（団体役員） 
日高洋子（主婦） 
一二三正行（新聞ＯＢ会・元四国新聞東京支社） 
平井幸男（さくら・志津憲法９条をまもりたい

会） 
平井美智子（千葉県佐倉市） 
平塚千尋（立正大学教授） 
平野澄子 
平野鶴雄（ＮＨＫＯＢ） 
平野泰子（自治体労働者） 
廣吉勝治（北海道大学大学院教授） 
府川朝次（放送を語る会会員、ＮＨＫＯＢ） 
副島圀義（芦屋病院を守る会事務局長） 
福住政務（日本共産党兵庫県委員会） 
福田貴美子（富田林市） 
福間健治（大分県生活と健康を守る会会長） 
藤井伸吾（豊橋市） 
藤井健男（映演労連フリーユニオン執行委員） 
藤井幸雄（放送を語る会会員、ＮＨＫＯＢ） 
藤井千代子（横浜市民） 
藤代東洋夫（根津・千駄木憲法学習会） 
藤田博司（マスコミ研究者） 
藤本雅英（京都教職員組合執行委員長） 
藤久ミネ（放送評論家） 
藤村慶子（千葉県佐倉市） 
藤原五十鈴（富田林市） 
藤原精吾（あいおい法律事務所） 
藤原正三（横浜市青葉区） 
藤原道明（富田林市） 
古木民夫（日本ジャーナリスト会議東海支部副

代表幹事） 
古住公義（市民のためのＫＢＳをめざす実行委

員会事務局長） 
古屋寛生（AASJA） 
穂刈正治（群馬県高崎市） 

保坂義久（日本ジャーナリスト会議運営委員）   
細井明美（市民の意見 30 の会・東京 編集委

員） 
堀家光代（新日本婦人の会 高槻市部） 
堀江亜矢子（会社員）  
堀江啓子（主婦） 
堀江千秋（会社員） 
堀口暁子（女性「九条の会」） 
堀 徹也（京都市立高等学校教職員組合執行委

員長） 
本田和子（宮崎市） 
本田三千雄（会社員） 
本田洋子（主婦） 
前島 豊（兵庫県福祉ネットワーク相談員） 
前田銀子（千葉県佐倉市） 
前田丈志（編集者） 
前田信雄（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
前田裕行（千葉県佐倉市） 
前田泰久（千葉県佐倉市） 
間島 弘（元出版社（週刊誌、書籍編集）） 
間島房子（主婦） 
増田康雄（放送を語る会会員） 
増野 徹（自治体労働者） 
桝山 修（京都市） 
間瀬士郎（無職） 
間瀬ひさえ（パート） 
松井実世弘（大分マスコミ９条の会世話人） 
松浦さと子（龍谷大学） 
松岡正章（弁護士） 

松川康夫（元中央水産研究所室長） 
松坂典郎（マスコミ・文化９条の会（所沢）） 
松下皓一（豊中市 元自治会長） 
松田 彪（新聞ＯＢ会・元日刊工業新聞社出版

局図書刊行部長） 
松田 浩（メディア研究者・元立命館大学教授） 
松原十朗（放送を語る会運営委員・ＮＨＫＯＢ） 
松本 昭（京都中小企業９条の会事務局長） 
松本千峰（新日本婦人の会 高槻市部） 
松本のり子（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
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松吉由美子（新日本婦人の会兵庫県本部） 
丸茂弘子（主婦） 
丸浜江里子（東京都杉並区）  
丸山重威（日本ジャーナリスト会議運営委員・

関東学院大学教授） 
水田全一（龍澤寺住職） 
水野恵司（江南市） 
溝江 純（フリーター） 
水上人江（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
三牧建一（ＮＨＫ問題京都連絡会世話人） 
三宅 進（音楽家） 
宮川正則（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
宮川成子（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
宮川正太（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
三宅成恒（京都城南診療所所長） 
三宅征子（東京都調布市） 
三宅めぐみ（学生） 
三宅善昭（浄土真宗本願寺派法林寺住職） 
宮崎絢子（日本ジャーナリスト会議代表委員） 
宮田みどり（千葉県佐倉市） 
宮本いづみ（千葉県佐倉市） 
宮本雄一郎（高槻市・市議会員） 
宗藤泰而（あいおい法律事務所弁護士） 
むらき数子（東京都調布市） 
村瀬治夫（ＮＨＫＯＢ） 
村田幸四郎（大和郡山市） 
村田静子（大和郡山市） 
村本雄児（ＮＨＫ問題京都連絡会世話人） 
毛利亮子（平和を実現するキリスト者ネット） 
毛利正道（弁護士） 
望田幸男（同志社大学名誉教授） 
茂木章子（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
茂木道子（千葉県佐倉市） 
望月 均（無職） 
本尾 良（女性「九条の会」） 
本山央子（団体職員） 
溝口俊則（富田林市） 
溝口芙美子（富田林市） 
茂木章子（日本ジャーナリスト会議会員） 

森  一女   (保育士) 
森川澄子（メディアを考える会・練馬） 
森下総子（新日本婦人の会京都府本部会長） 
森本一太郎（ＮＨＫ問題を考える会（兵庫）） 
守屋龍一（日本ジャーナリスト会議事務局長） 
森脇敦子（兵庫県高齢者生協理事） 
本村勝美（富田林市） 
本村国子（富田林市） 
柳生啓子（川西市） 
柳生義住（川西市） 
屋嘉比ふみ子（働く女性の人権センターいこる

事務局長）  
安倉瑞穂（大津市） 
安倉弘志（全労連全国一般京都 顧問） 
安田昭雄（放送を語る会・会員） 
安彦潤子（主婦） 
安彦 勉（行政書士） 
安本悦子（京大職組） 
安本俊昭（無職・京都市） 
柳 未紀（洋菓子店経営） 
矢野英典（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
山川 智（新聞ＯＢ会・元北海道新聞東京支社  

次長） 
山口義一（大阪府高槻市） 
山口 峻（新聞ＯＢ会・元東京新聞社員） 
山口徹平（会社員） 
山口英昌 (美作大学大学院教授) 
山口三重子（根津・千駄木憲法学習会） 
山崎晶春（マスコミ９条の会事務局、元小学館

編集） 
山田恵子（元教員） 
山田哲司（名古屋市千種区） 
山田正行（大阪教育大学教授・アウシュヴィッ

ツ平和博物館理事長） 
山田規矩子（埼玉県新座市） 
山田典子（画家・詩人） 
山田宮子（家事従事）   
山中 章（三重大学教授） 
山西 實（高槻市） 
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山本 昭 
山本千鶴（元公立高校教師） 
山本寛巳（メディアを考える会・練馬） 
山本三知子（（新日本婦人の会大分県本部事務局

長） 
山本良子（千葉県佐倉市） 
湯淺精二（元大阪大学教員） 
由利信介（神戸市） 
由利美香（新日本婦人の会兵庫県本部事務局次

長） 
吉池俊子（アジア・フォーラム横浜代表・法政

大学女子高等学校教員） 
芳尾孝治（新聞ＯＢ会・内外タイムス社長） 
吉川弘一（ＮＨＫ・ＯＢ） 
吉兼和子（主婦） 
吉兼重雄（年金生活者） 
吉沢正太郎（会社員） 
吉沢比呂世（主婦） 
吉沢洋子（大和平和の白いリボンの会・時を見

つめる会） 
吉田悦子（日本ジャーナリスト会議運営委員） 
吉田一典（民放労連近畿地連特別執行委員） 
吉田茂彦（ＮＨＫＯＢ アナウンサー） 
吉田省二（非核の政府を求める京都の会常任世

話人） 

吉田俊実（東京工科大学教員） 
吉田博二（日本ジャーナリスト会議会員） 
吉田 稔（名古屋市千種区） 
吉津實太（京都中京民商鉾町支部）  
依田宗子（鍼灸師） 
依田幸男（名古屋市緑区） 
依田良宗（鍼灸師） 
米正美智子（神戸市東灘区住吉山手６） 
力重智之（日本民主青年同盟委員会委員長） 
若松和枝（新日本婦人の会 高槻市部） 
和田佳樹（大阪府高槻市） 
和田佳枝（西宮市） 
和田 優（伊丹市民） 
渡辺和俊（非核の政府を求める京都の会常任世

話人） 
渡辺京子（農業） 
渡辺さと子（香川県議会議員）  
渡辺健樹（日韓民衆連帯全国ネットワーク） 
渡辺武達（同志社大学教授） 
渡辺豊松（建具店） 
渡邉 力（ＮＨＫを監視・激励する視聴者コミ

ュニティ運営委員） 
渡辺 弘（不動産業） 

 （計 657 名） 

 
 
【団体】 

日本ジャーナリスト会議（JCJ）広島支部 
JCJ 広島支部 
広島マスコミ九条の会  
 


