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東京都渋谷区千駄ヶ谷４－ 29 － 12 － 305
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●点字のチラシもありますので、ご請求下さい。
●この運動は、いかなる政党 ･政治団体にも属さない市民運動です。
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５月３日の新聞を意見広告で埋めつくそう

　核も武力も
命と生活を守らない！　

　竹島や尖閣諸島をめぐる国際摩擦が深刻です。素朴な国民感情を煽るような挑発の応酬と狭量なナ

ショナリズムにもとづいた外交が無用で危険な軋
あつ

轢
れき

を生み出しています。日本ではあの悲惨な戦禍を

忘れたかのような無責任な好戦論も飛び交い、これを奇貨として９条改憲論も声高になっています。

　沖縄では、オスプレイの強行配備によって、日米政府への怒りが頂点に達しています。「沖縄差別を

許すな」「すべての基地の閉鎖・撤去」の声をどのように実現していくべきでしょうか。

　昨年３月に起きた東京電力福島第一原発事故は、いまだに収束のメドが立たず、福島県民だけで

もいまなお16万人もの人びとが不自由な避難生活を強いられています。原発反対の声が全国でかつ

てない広がりを見せる中、政府は大飯原発を再稼働し、原子力ムラ出身の原子力規制委員を任命し、

「2030年代の原発ゼロ」を目標とする新エネルギー戦略の閣議決定をすら見送りました。

　20歳代の若者では非正規雇用が二人に一人となり、年金だけでは暮らしていけな

い高齢者が増えています。生活保護費を削減し、老人の医療負担を増やすなど、社会

的に最も弱い立場にある人びとの生存権が脅かされています。

　私たちは、憲法９条・２５条実現の立場から、こうした様々な問題に対する市民の意見を2013年

５月３日の憲法記念日の全国紙に意見広告として掲載します。実際に掲載する意見広告の文面は今後

の状況の変化も考慮して決定しますが、現時点では裏面のように考えながら運動を進めてまいります。

　今こそ市民が主権者として声を上げるときです。意見広告運動は、さまざまな事情で集会や街頭デ

モに参加できない方々でも意思表明ができる紙面上のデモです。今、多くの市民が首相官邸前を、国

会周辺を埋めつくしているように、私たちの意思と名前を記載した意見広告で新聞紙面を可能な限り

埋めつくしませんか？

　みなさんの周りにも呼びかけ、仲間を増やして下さい。ぜひ賛同金をお寄せ下さい
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この受領証は大切に保管してください。

（ゆうちょ銀行）

東京

個人の賛同（1口2,000 円）　　　　口　　　　　団体の賛同（1口4,000 円）　　　　口

意見広告の紙面への賛同者・賛同団体名の掲載　　　可　　・　　不可

（承認番号　東第49436号）

どちらかを○で囲んでください。いずれにも
○がない場合は、可とみなして掲載します。

◆いかなる軍事力行使も威嚇もするな！
　竹島（独島）、尖閣諸島（釣魚島／釣魚台）など、離島の領有権
をめぐる挑発の応酬が、不毛な対立と憎しみを煽り、いたずらに
国際緊張を高めている。日本はいまこそ「武力による威嚇又は武
力の行使」を禁じた憲法９条を生かし、日中共同声明（1972 年）、
日中平和友好条約（1978 年）、日韓パートナーシップ宣言（1998 年）
に盛り込まれた平和・友好的精神に則り、時間を惜しまずどこま
でも関係国間の話合いによる和解と合意形成に努めるべきである。
　島の実効支配を演出するような相互の無用な挑発行為は直ちに
中止し、事態の収拾と共同管理や共同操業なども視野に入れた新
たな秩序作りの対話を急ぐべきである。

◆国際緊張に乗じた改憲の策動を許すな !
　戦後レジームからの脱却を唱え改憲を主張して来た安倍晋三氏
が自民党総裁に選出され、橋下徹日本維新の会代表は集団的自衛
権の行使容認を明言している。政権与党の民主党内でも改憲を求
める声は少なくない。憲法の理念がないがしろにされ、なし崩し
の解釈改憲が進む中、憲法調査会の始動など明文改憲の可能性が
現実味を帯びる事態となっている。隣接諸国との国際緊張を理由
に危機感を煽り、９条をはじめとする改憲へと導く企みを許して
はならない。

◆沖縄普天間基地を閉鎖し日米安保条約の
解消を！
　人口密集地に位置し、絶えず事故の危険をはらんでいる普天間
基地の閉鎖は、一刻を争う人道問題である。ましてや機体の安全
性に強い疑義が指摘されているオスプレイを配備するなど、許さ
れることではない。私たちは「領土問題」「中国の脅威」を口実に
「日米同盟」を強化することに反対する。軍事条約である日米安保
条約は条文の定めに基づいて終了を通告し、対等な日米平和友好
条約を締結しよう。

2012年掲載

私たちはいま次のように考えます

2011年掲載

2010年掲載
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◆原発ゼロの社会をつくろう！
　福島第一原発では依然として大規模事故再発のリスクを抱えた
まま、放射能の大気中放出や大量の汚染水発生が続いている。地
震国の日本に原発を建設することがいかに無謀なことか、ひとた
び起きた原発事故がどのような結果をもたらすのか、誰の目にも
明らかになったいま、なお原発を再稼働させることは未必の故意
に等しい犯罪行為である。
　政府はすべての原発の稼働を直ちに止め、被災者の早急な生活
再建に最優先で取り組め。情報をすべて公開し、東電をはじめ政府・
学者など原子力ムラは事故の責任をとれ。大間原発など原発の新
設・増設の中止、核燃料サイクル事業からの撤退、高速増殖炉も
んじゅを廃炉に。

◆社会的弱者が幸せに生きられる社会を！
　高齢化・格差社会が進み医療・社会保障費や非正規雇用が増大
する中、「税と社会保障の一体改革」の名の下に、210 万人に達し
た生活保護受給者の命をつなぐ生活保護費の削減など、私たちの
生活を下支えする福祉の切下げが進んでいる。
　国は「震災復興」「防災」を口実に膨らむ被災地以外での公共事
業費や原発研究費を削減し、憲法 25 条が保障する健康で文化的な
最低限度の生活の実現に努めるべきである。

2009年掲載

2008年掲載



私たちも意見広告運動に賛同します

池澤夏樹（詩人、作家）
石川逸子（詩人）
石川文洋（報道写真家）
色川大吉（歴史家）
上野千鶴子（社会学者）
海老坂武（フランス文学者）
大石芳野（写真家） 
太田修平（障害連事務局長）
奥平康弘（憲法学者・九条の会）
小熊英二（社会学者）
小山内美江子（脚本家） 
加納実紀代（歴史家・ジェンダー論） 
鎌田　慧（ルポライター） 
小林亜星（作曲家） 
坂元良江（テレビプロデューサー）

ジェームス三木（脚本家）
鈴木一誌（ブック・デザイナー）
平良　修（牧師・沖縄） 
高草木光一（大学教授） 
田中優子（大学教授） 　
中北龍太郎（弁護士） 
中嶌哲演（僧侶） 
中山千夏（作家） 
なだいなだ（精神科医、作家）
西尾市郎（平和をつくる琉球弧活動センター）
花崎皋平（文筆業　哲学・社会思想）
樋口陽一（憲法学者）
玄　順恵（水墨画家）
松浦悟郎（カソリック司教）
山口幸夫（原子力資料情報室共同代表）

山内敏弘（憲法研究者）
山村雅治（山村サロン主宰）
湯川れい子（音楽評論家・作詞家）
関西共同行動
原子力資料情報室
市民の意見 30・関西 
人権平和・浜松 
第九条の会ヒロシマ 
たんぽぽ舎
日本カトリック正義と平和協議会
日本山妙法寺 
ピース９の会 　
ピープルズ・プラン研究所
被爆二世の会 
ほっかいどうピースネット

この場所には、何も記載しないでください。

（ご注意）
・この用紙は、機械で処理します
ので、金額を記入する際は、枠内
にはっきりと記入してください。
また、本票を汚したり、折り曲げ
たりしないでください。
・この用紙は、ゆうちょ銀行又は
郵便局の払込機能付ATMでもご利
用いただけます。
・この払込書をゆうちょ銀行又は
郵便局の渉外員にお預けになると
きは、引換えに預り証等を必ずお
受け取りください。
・この用紙による払込料金は、ご
依頼人様が負担することとなりま
す。
・ご依頼人様からご提出いただき
ました払込書に記載されたおとこ
ろ、おなまえ等は、加入者様に通
知されます。
・この受領証は、払込みの証拠と
なるものですから大切に保管して
ください。

収 入 印 紙

３万円以上

貼　　　付

印

意見広告運動は誰でも参加できます
周りの人にも勧めてください。チラシは無料でお送
りしますので、必要枚数をご請求下さい。

掲載広告で訴える内容（予定）
平和外交の推進、9条改憲阻止、日米安保条約の廃
止、原発ゼロ社会の実現、社会保障制度の拡充など。

広告の掲載紙
できるだけ多くの全国紙ほかへの広告掲載をめざし
ます。

賛同金と期限
賛同金は、個人　一口２，０００円　
　　　　　団体　一口４，０００円
期限は、2013 年４月１２日必着です。

賛同金の送り方
このチラシの払込取扱票に必要事項を記入し、郵便
局から送金してください。　

名前掲載の可否
紙上広告に賛同者のお名前を掲載します。掲載を希
望されない方は送金の際、払込取扱票の掲載「不
可」を必ず○で囲んでください。掲載「不可」のご
連絡がない限り原則として掲載しますのでご了承下
さい。

広告掲載紙を事前に知りたい方へ
掲載予定紙は、2013 年５月１日にホームページで
お知らせします。４月２０日までに返信先記入の往
復ハガキをお送り頂いた方には、予定紙をご連絡し
ます。

広告掲載は５月３日（憲法記念日）　　賛同金は４月１２日必着


