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この裁判は、福島原発事故を引き起こした東京電力ピ国の責任を問う集団訴訟で、

「福島原発被害東京訴訟J といL、ます。この訴訟は、今年3月11日に提訴されまLた。
裁判の大きな特徴は「玖府が避難区域として認めなかった地域から避難した人マJが原告となってL、る

ことです。遊灘区域外から避難した人々は、十分な公的支援を受けられないなど、様 qな苦難を強い

られています。裁判では、避難区域の内外の区別することなく、原発事故被害者が受けた損害の完全

な賠償を求めてい主す。現在、この裁判を応援するサボーダーを募っております。

福島原発被害東京訴訟サボーダーズ代表呼びかけ人信木美穂(きらきら星ネット)

プログ:http://311him口wari.seesaa.netI ツイッター ht↑ps:lltwitter.com/311himaw日ri311

私たちカ岬びかけ人です
《昭びかけ人一周あいうえお順敬称略》

雨宮処濠(作家・活動家〉
井戸川克健(元福島県双薬町長)

稲葉剛(一般社団港人つくろい東京フ?ジド代表理事〉
稲葉奈勾子〈茨減大学教員)

井上久(全国労働組合総連合事務局長〉
岩回餓夫俗会福祉士・精神保健福祉土・きらきら塁ネット代表〉
穴淘肉知彦(ホームレス総合栂談ネットワーク事務局〉

桑原匠〈智会批土・ホームレス総合相談ネットワーク事務局〉
後関""ili'(司法書士・東京災害支緩ネット副代表〉

杉固くるみrフ受シス国立科学研究センタ一一フ注一口一研究員〕
主'L1+l:村光男〈企業組合あうん〉 ー

f，:{芸評興費量:煉獄学神腕鍛~) へ了

檎原島佳;(聖公会東京3:¥"1派ラジ安ぎにチーム代表}
山自修司 C習志書室・東京災害支鑓ネザ品事務局次長3

ご登録いただける方は、下の登録シートにお名前等ご記入のよ、スタッフにお渡しだだくか、

FAX:03-3598-0445 ま 疋Iel: メール:311 himawari@gmai1.com Iこお願いします。

私もサボーターに登録します![登録シート]
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[サボーターについて1
.どなたでも登録司能です。

・会費は不要です。

・原則、裁判のご連絡・御報告は、

メール・ブログにておこないますe

-裁判のl君臨・報告集会への参加・または

そのよびかけのお手伝いを可能な範囲で

お願いいたします(実際に参加できなく

てもかまいません。〉

・裁判のお知らせのチラシや二ユースレ

ター/ブログ/facebookなど!こお名前

やメッセージを掲載させていただきます。
Y 

お名前 肩書き

(遇茜・仮告でちかま 〈所属/役職/資格/

いまぜん) 学校/宇年/年齢/在

住地など〉

お名前の公表 可 . ヨド *公表「司JIこOをつげていただいた方は、広報誌やブログ、メール
マガジン、フェイスブックなどに、サポーターとして掲載させていた

肩書きの公表 百 . ヨド だきます。

原告への応援メッセージ

(任意。公表させていただきます〉

メ ー ル アドレス
(任意。日程等の連絡をさせていただき

ます〉



組本語喜一郎 大島節子 王春闘いすみ 童三回総書毒 辻明言壁 護請聞なぎさ 家路康I蓉

相本志乃 太越署長劉 ::11:;秘i光ニ 量産悶五部 土墜至 議問弘 紺尾望事:台

稲沢昭子 大崎慎一 北対諮 R打11 土屋i露子 早川鷺美子 秘回訓苗

浅井健治 太田江塁 5量頭摩文 渇水準生 査室井明 本* 義子 村田弘

浅野卓土 プ正塚進 木本明 下条裕重量 T'A 原田鎗子 望月一癒

安達信 大原悦子 京極言霊平 ヲャツヌ・ユ 手嶋竜一 香山琴海 矢島第樹

安務員由美 太山智 御原lflf.代 スティーナ B幸政総枝 半自久之 山本みゆき

安藤智子 岡本符j告 笛j尺大三 E聖路綾子 日奇政基資 ヒャクタケ 山口彰

安膝{言明 IJ、倉恵子 熊崎突1圭 庄司昌子 戸凹E草子 タカコ や まざさ

池田明子 才ジエンド 隷j翠圭子 正野嘉人 鳥羽雑行 題童図}羊こ まどか

j也自正孝 レマリー E議機雲衣 新庄翠 富田直樹 康問裕一 山~Ilq栄子

池田信子 擢悦子 高坂勝 神道一也 反岡一郎 広瀬公乃 山臼栄子

j也本佳子 海~良子 ゴーセンス・ 鈴木功 直江璽 福富由加 llJ中喜重

伊藤伸介 景山茂樹 ルドビ力ス 鈴木かおり 中森圭二郎 ベっこうや 山根B召平

131膝緑 笠置裕亮 小金i麗永 説田真友子 中島宏治 ひとし 山本太郎

岩本知総 徳川| 朋 小山富堅議 瀬戸由紀子 中嶋久震 星野輝夫 Yu k a r i 

岩本和i噂 樫野童書彦 小称初!蓉 高木陽子 {中道宗弘 絢JII清孝 j易j撃ヒ臼

岩 田哲夫 審日洋一 小林重信 滝沢泰子 中柑仁美 本多ミヨ子 横i曲目』宏

岩田千代子 粕谷義雄 小林智態子 武百しのぶ なりかわけ 前回目自典 吉田太郎

岩井佑倒 片山宙線 小称美穂子 竹谷由美子 んいち 真木栄子 米持経子

岩佐依子 1m篠~m朗 小松湾 田島かなめ 新菱自目子 牧野早智 YO円

上野恵美子 力トリック麻 酒井三貴子 白島直樹 新由直樹 総悶加代子 若山治憲

牛尾耕二郎 布華賀会菜の括 栂楽須美男 田島正減 野上幸窓 松田伸剛 綿貫公平

牛山元美 クJ[，ーフ 笹岡正俊 橋聖子 野上良二 松田るい子 渡辺和郎

内田麻由子 金原祐子 佐々木紀久江 橋優子 野坂澄子 三浦久美子 渡辺主主知子

漆原比呂志 上燦墜さ震 佐々木園夫 谷川智行 野本陽苔 =上一総 和田空喜子

街路仁 登場基 佐藤正道 谷崎哲也 長谷川路子 三楠正広 {也 23名

遠藤大輪 菅野宏久 芯為章子 舟j台泰弘 長谷部準子 宮t.&研一

「福島原発被害東京訴訟J1謀、

私だちが応援しています!

福島原発被害東京訴訟サボーターズ

(あいうえお111買敏称略 2015年 1月 13日現在 207名〉


