
氏　名 居住地 所　属（1箇所記載)

1 相沢　緑 東京・杉並 日本聖公会信徒

2 秋山 眞兄 東京・新宿 日本基督教団信濃町教会信徒

3 五十嵐 彰 東京・八王子 日本ホーリネス教団由木キリスト教会信徒

4 井口　真 東京・八王子 東京YMCA

5 井口　延 東京・八王子 YMCA

6 池谷　彰 神奈川・川崎 日本基督教団生田教会信徒

7 石井 摩耶子 東京・大田区 YWCA理事

8 石川　嗣郎 東京・調布 日本基督教団伏見東教会

9 石川　松子 東京・葛飾 東京YWCA

10 石山 奈緒 在イタリア

11 伊藤 世里江 山梨・富士吉田 富士吉田ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会

12 岩井 健作 神奈川・鎌倉 明治学院教会牧師

13 岩城　聰 大阪・大阪市 日本聖公会

14 岩田 隆 愛知・名古屋 キング研究会

15 岩田 雅一 青森・八戸 日本基督教団八戸北伝道所牧師

16 上山 紀代子 和歌山・海南 近畿福音ルーテル海南教会信徒

17 大久保 徹夫 神奈川・南足柄 日本基督教団大井伝道所信徒

18 大橋　明子 東京・世田谷 日本基督教団柿ノ木坂教会信徒

19 大橋　祐治 東京・文京 日本基督教団富士見丘教会信徒

20 岡田　仁 東京・文京 富坂キリスト教センター

21 岡安 茂祐 山梨・山梨 日本基督教団勝沼教会信徒

22 沖田 忠子 神奈川・横浜 日本基督教団横浜港南台教会信徒

23 小野 喬彦 神奈川・川崎 田島聖書塾

24 尾毛 佳靖子 神奈川・横浜 日本基督教団戸塚教会 会員

25 金井 美彦 埼玉・滑川 日本基督教団百人町教会牧師

26 川上 純平 青森・藤崎 日本基督教団藤崎教会牧師

27 川崎 直美 東京・練馬 日本基督教団大泉教会信徒

28 九重 能利子 東京・東久留米 平和といのち・イグナチオ9条の会（ｶﾄﾘｯｸ）

29 久保田 泰子 東京・杉並 日本基督教団巣鴨ときわ教会信徒

30 栗原 茂 千葉・松戸 日本福音ルーテル教会牧師

31 桑原 崇 埼玉 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会連合新座志木教会信徒

32 古賀 清敬 北海道・札幌

33 小林 順子 千葉・浦安 日本基督教団浦安教会員

34 小林 望 東京・調布 新教出版社

35 小宮 周一 東京・北 日本基督教団王子教会信徒

36 小山 貴和夫 千葉・松戸 日本基督教団信濃町教会信徒

37 鴫原 洋一 千葉・習志野 カトリック習志野教会信徒

38 宿谷 尚之 千葉。市川 日本基督教団市川三本松教会信徒

39 東海林 勤 東京・練馬 日本基督教団牧師

40 白戸　清 青森・野辺地 日本基督教団野辺地教会牧師

41 申 英子 大阪・東大阪 日本基督教団ハニルチャーチ牧師

42 菅野　真知子 千葉・千葉 日本基督教団市川三本松教会信徒

43 鈴木 伶子 東京・西東京 YWCA

44 関田 寛雄 千葉・大網白里 日本基督教団牧師

45 平良 愛香 神奈川・相模原 日本基督教団三・一教会牧師
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46 高田 進 兵庫・姫路 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟姫路城西ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会牧師

47 高戸二三男 長野・長野 日本基督教団長野県町教会信徒

48 高橋 真軌 東京・新宿 日本基督教団信濃町教会信徒

49 高柳 富夫 東京・町田 農村伝道神学校校長

50 滝澤　貢 神奈川・川崎 日本基督教団川崎教会牧師

51 田口 昭典 石川・金沢 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟金沢キリスト教会牧師

52 武田 武長 長野・佐久 元フェリス女学院教授

53 田中 忍 愛知・名古屋 日本アライアンス教団名古屋キリスト教会牧師

54 田中　智 大阪・和泉 日本聖公会堺聖テモテ教会

55 田村 恵子 東京・練馬 日本基督教団大泉教会信徒

56 崔　勝久 神奈川・川崎 日本同盟教団招待教会会員

57 鶴ヶ岡 裕一 神奈川・川崎 日本基督教団なか伝道所信徒

58 寺本 和泉 大阪・高槻 日本聖公会高槻聖マリヤ教会信徒

59 内藤 新吾 千葉・松戸 日本福音ルーテル稔台教会牧師

60 長沢 俊夫 東京・小平 いのちのことば社

61 永野茂洋 東京・町田 明治学院教会

62 成田 小二郎 埼玉・さいたま カトリック

63 萩谷 海 在カナダ No Nukes Action Committee

64 朴　鐘碩 神奈川・横浜 外国人への差別を許すな・川崎連絡会議

65 坂内 宗男 神奈川・藤沢 無教会東中野聖書集会主宰

66 藤澤 一清 東京・西東京 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟花小金井キリスト教会信徒

67 牧野 時夫 北海道・余市 日本聖公会小樽聖公会信徒

68 松本 敏之 東京・世田谷 日本基督教団経堂緑岡教会牧師

69 実生 律子 神奈川・横浜 東京YWCA

70 毛利 亮子 東京・多摩 YWCA

71 望月 文雄 神奈川・川崎 田島聖書塾

72 森田 晄子 東京・豊島 日本基督教団池袋西教会信徒

73 森山 浩二 東京・世田谷 春風寮寮長

74 八木沼 豊 千葉・船橋 日本基督教団習志野教会信徒

75 安田 治夫 神奈川・大和 日本基督教団牧師

76 山崎 康生 千葉・船橋 日本基督教団市川三本松教会信徒

77 山田 康博 東京・練馬 日本基督教団大泉教会牧師

78 山本 裕司 東京・文京 日本基督教団西片町教会牧師

79 横山 由美子 新潟・新潟 新潟YWCA

80 吉野 洋美 山梨・都留 日本ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ連盟富士吉田ﾊﾞﾌﾟﾃｽﾄ教会信徒

81 与那城 初穂 千葉・流山 日本基督教団流山教会牧師

82 和田 信男 神奈川・南足柄 日本基督教団大井伝道所求道者

83 渡辺 真知子 東京・新宿 カンバーランド長老キリスト教会


