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郵便振替 00910－4－331584　「平和憲法パレードの会」カンパにご協力ください

ところ 扇町公園（地下鉄「扇町」・JR「天満」下車、徒歩3分）

2015年8月30日［日］16:00～2015年8月30日［日］16:00～

8.308.30

集会終了後17時ころからパレード

大阪憲法会議・共同センター 06－6352－2923
戦争をさせない1000人委員会 06－6351－0793
市民共同オフィスSORA 06－7777－4935

と　き

連絡先



　安倍政権は、国民の過半数が反対し、圧倒的多数が国会での慎重審議を望んだにもか
かわらず、衆議院で「安全保障関連法案」という名の戦争法案を強行可決しました。私た
ちは民主主義を踏みにじる安倍政権の暴挙に強く抗議するとともに、戦争法案の廃案を強く
求めます。
　国会審議が進むにつれ、戦争法案が成立すれば、日本の自衛隊が海外でアメリカ軍といっ
しょに戦争をすることができ、海外派兵された自衛隊員が際限なく戦闘行為に巻き込まれる
危険性がますます明らかとなっています。戦争法案は、日本を「戦争しない国」から「戦争
する国」に大きく転換させてしまう憲法違反の「稀代の悪法」です。
　いま、全国各地で若者をはじめ多くの市民が戦争法案NO！の声をあげています。大阪で
も7月18日扇町公園に1万人を超える人びとが集いました。
　「8月30日に戦争法案廃案をめざす10万人国会包囲行動と全国100万人統一行動を」とい
う呼びかけに呼応して大阪でも8月30日に3万人の市民が集う大集会とパレードを行います。
戦争法案を廃案にさせ、安倍政治を終わらせましょう。「戦争法案を廃案に！アベ政治を許
さない！8・30おおさか大集会」へのご参加をこころより呼びかけます。
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鯵坂　真（関西大学名誉教授）
伊賀興一（弁護士）
池島芙紀子（ストップザもんじゅ代表）
石田法子（弁護士・前大阪弁護士会会長)
井上圭史（洋画家）
今岡良子（大阪大学准教授）
岩本智之（元京都大学教員）
上野　勝（弁護士・元大阪弁護士会会長）
宇都宮健弘（医師）
宇野　徹（元日本聖公会首座主教・元大阪教区主教）
大川一夫（弁護士）
大島民旗（医師）
大谷昭宏（ジャーナリスト）
奥村伸二（医師）
小澤裕子（大阪YWCA会長）
小澤　力（歯科医師）
影山　浩（医師）
金子武嗣（弁護士・元大阪弁護士会会長）
亀井正比古（指揮者）
亀田美佐子（ヴィオリニスト）
川崎美栄子（医師）
河田英子（NPO日本BPW連合会大阪クラブ会長）
川端一歩（川柳）
神林宏和（カトリック大阪大司教区シナピス／司祭）
北口末広（近畿大学教授）
木戸衛一（大阪大学大学院国際公共政策研究科）
清　史彦（真宗大谷派瑞興寺住職）
金　時鐘（詩人）
金城　実（彫刻家）
日下部吉彦（音楽評論家）
黒田伊彦（元大阪樟蔭女子大学講師）
河野　仁（兵庫県立大学名誉教授）
古郝荘八（日本基督教団高石教会）
児玉憲夫（弁護士・元大阪弁護士会会長）
小林圭二（元京都大学原子炉実験所講師）
小山乃里子（タレント）
斉藤和則（医師）
齋藤　清（ヴァイオリニスト）

斉藤成二（日本基監督教団大阪教区社会委員会委員長）
在間秀和（弁護士）
桜井健雄（弁護士）
SADL／民主主義と生活を守る有志一同
澤野義一（大阪経済法科大学教授）
SEALDs関西有志一同
徐　翆珍（市民共同オフィスＳＯＲＡ代表）
笑福亭竹林（落語家）
新屋英子（女優）
菅野禮司（大阪市立大学名誉教授）
杉村昌昭（龍谷大学名誉教授）
鈴木弘純（浄土宗呑海寺住職）
鈴木富久（桃山学院大学教授）
高木孝裕（大阪宗教者平和協議会理事長・日蓮宗）
高作正博（関西大学教授）
高島　保（金光教稗島教会副教会長）
高本英司（医師）
竹澤團七（文楽三味線奏者）
竹中恵美子（大阪市立大学名誉教授）
武村二三夫（大阪弁護士会憲法委員会委員長）
田中欣和（関西大学名誉教授）
田端志郎（医師）
田渕　直（大阪平和人権センター理事長）
玉光順正（真宗大谷派僧侶）
内藤　林（大阪大学名誉教授）
中北龍太郎（弁護士）
中村　厚（医師）
中村新太郎（歯科医師）
中本和洋（弁護士・元大阪弁護士会会長）
西　晃（弁護士）
西川治郎（社会的キリスト教運動SCM責任者）
西谷文和（ジャーナリスト）
西林幸三郎（元大阪府小学校長会 会長）
丹羽雅雄（弁護士）
根来亮裕（浄土真宗本願寺派西性寺住職）
野崎京子（医師）
野田淳子（シンガーソングライター）
長谷川義史（絵本作家）

原　圭治（詩人）
方　清子（日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク）
菱木政晴（同朋大学大学院特任教授）
平木敬三（近畿大学名誉教授）
平山榮子（天理教平和の会役員）
藤木邦顕（弁護士）
藤本統紀子（シャンソン歌手）
戸次公正（真宗大谷派僧侶）
紅谷章子（元大阪夕陽丘学園高校校長）
前田　尋（切り絵作家）
松代愛三（大阪大学名誉教授）
松本則子（人形劇　作・演出家）
松山泰史（京都大学名誉教授）
マリア・コラレス（宗教者・聖母被昇天修道会)
丸山哲男（弁護士）
水野　喬（被爆アオギリを植え育てる会）
溝川悠介（大阪府立大学名誉教授）
三原啓史（ヴァイオリニスト）
宮浦一郎（真宗大谷派大阪教務所長、南御堂輪番）
宮本憲一（大阪市立大学名誉教授）
向井明彦（医師）
村田尚紀（関西大学教授）
森岡孝二（関西大学名誉教授）
森　実（国際人権大学院大学の実現をめざす大阪府民会議）
森本光英（洋画家）
森屋裕子（NPOフィフティネット）
守屋博之（合唱指揮者）
両角英郎（羽衣国際大学名誉教授）
矢野太一（天理教平和の会代表）
薮田　實（関西大学名誉教授）
藪野恒明（弁護士・元大阪弁護士会会長）
山田庸男（弁護士・元大阪弁護士会会長）
山本健治（評論家）
梁　官洙（大阪経済法科大学教授）
弓矢健児（日本キリスト改革派千里山教会牧師）
吉田栄司（関西大学教授）
渡辺和恵（弁護士）
渡辺　武（元大阪城天守閣館長）
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