ノ

賛同のお忘れはありませんが

市民意見広告運動より再度ご協力のお願い！
日「

月1日から現在まで、2021年期市民意見広告運動へすでに賛同金をお振込みくださった方にも本案内状をお

送りしています。どうぞご了承ください。

再びコロナ禍の中で春を迎えることになりましたが、みなさまお変わりありませんでしょうか。

デモや集会も思うように開催できない状況の中、そのようなときこそ誰でも参加できる「紙上のデモ」として

の意義が高まっていると考え、2021年期の市民意見広告運動を昨年12月上旬にスタートさせました。意

見広告掲載日である5月3日憲法記念日まで3カ月を切り、現在、事務局ボランティアは賛同者名の登録
確認といった作業に取り組んでいます。

昨年から本年2月上旬までにみなさまがお寄せくださいました賛同金の合計額は、約1，200万円です。ご
協力くださいましたみなさまに、心よりお礼を申し上げます。
しかしながら、昨年2020年期意見広告運動の賛同金額約3，100万円（10，958件のご賛同により、全国紙

2紙 ブロック紙1紙 地方紙2紙の計5紙に意見広告を掲載することができました）に較べますと、まだか
なり資金が不足している状態です。

毎日の生活に大きな影響与えているコロナ禍の困難の中、みなさまに度々ご連絡を差し上げるのは大変
心苦しいのですが、今期2021年期市民意見広告運動への賛同申込みのお忘れはないでしょうか。合わせ
て、周辺の方々へのご紹介やお声がけなどをお願いいたしたく、本案内状をお送りする次第です。

人びとの自由と人権を制限する改正新型コロナ特別措置法や改正感染症法が、徹底した議論もなくあっ

さりと制定されてしまいました。また、菅政権は前政権が持ち出した「敵基地攻撃能力保有」を継承し、憲法

9条に自衛隊の存在を明記するなどの改憲を行うために「国民投票法改正」の国会審議を猛スピードで進
めようとしています。

このようなときに、人びとの権利を大切にする政治、平和な暮らしを保障する日本国憲法に根ざした政治

を求める意見広告をできるだけ多くの新聞各紙に掲載する意義は大きいと考えています。引き続き、市民
意見広告運動へのご協力 ご支援をよろしくお願いいたします。

5月3日憲法記念日の意見広告紙面に賛同者のお名前を掲載するためのお申し込み締め切りは、生＿呈上

日金曜日（ゆうちょ銀行同日受け付け分まで）です。コロナ禍の中、事務局ボランティアも安全な作業に努

めていますが、例年、締め切り直前に賛同申し込みが集中する傾向があります。集計作業上のミスなどを
未然に防ぐためにも、早めの賛同お申し込みにご協力ください。また、改訂版賛同呼びかけチラシ（必要枚
数を同封FAX用紙やメール〃お手紙などでご請求くだされば、送料とも無料でお送りします）の集会配布や

会報へ同封などを通じて、周囲の方々に市民意見広告運動を拡げる活動にもご協力ください。
本案内状に、これまで市民意見広告運動の活動にご協力いただいている、『週刊金曜日』のご紹介チラシを同

封しています。また、同誌2月26日号に市民意見広告運動の案内広告（裏表紙）を掲載し、定期購読者向け
に改訂版賛同呼びかけチラシ1部を同封します。合わせてご覧いただけると幸いです。

2021年2月22日

2021年期市民意見広告運動

事務局担当

岡本和之

北原博子

一枚でも多

＜のチラシ

を、

一人でも多

くの人lこ

ノ

市民意見広告運動のチラシは送料とも無料でお送りします（裏面の用紙でお申し込みくだ

さい）。みなさまのまわりのご家族、友人・知人に手渡し・送って下さい。各地の各種集会
やデモ、街頭、学校、職場などで配布して下さい。身近な市民グループやサークルなどにも

配布をお願いして下さい。メールやWEBでも意見広告運動への参加・協力を呼びかけて下
さい。
バッジはどちらも2色のデザ
イン。Aは黒と青、Bは黒と赤。

務『続武力で平和は創れない／

輩絵柄はA・Bの2種類、
それぞれ大・小の2サイズ

街なかの改憲不要論』
＊書籍版と音声版（CDZ校紀）があります。

●1冊／組

●大（55mm）1個300円

300円＋送料100円
（5冊／組以上送料無料）

（10個以上の場合は1個250円）
●小（32mm）1個250円

B柵

（10個以上の場合は1個220円）19

大中小シールシート

雅小シールシート、中シール
シート、大中小シールシー
トの3種類名1枚（計3枚）
で1組
●1組300円
シールは
大＝直径55mm
中二直径45mm
小二直径22．5mm

パンフ・バッジ・シールのご注文は

e∴㊧

e e∴笹島∴e∴㊧∴e e e

●

●

事務局にファックス、メール、はがきで必要な品物と数量、お名前、ご住所、電話番号・ファックス

番号をお知らせ下さい。お送りする品物に頒価・送料を記した振込取扱票（郵便振替用紙）を同封しま
すので、それを使ってご送金下さい。
㊥

態

㊥

轡

鵡

！

轡

の

態

＄

●

●

●∴∴e∴ie

●

ボランティア大義＼篤！！

●

●

●

●

●

●

l

市民意見広告運動事務局はすべてボランティア ています。事務所は田町駅から徒歩5分の地です。
（こよって作業を行なっています。作業は振込賛同 少しでもご協力いただける方は裏面のボラン
金のPC入力、振込原票と入力データの照合、チ ティア参加希望に○をつけ、連絡先を記入してお
ラシやグッズの発送、入出金管理、その他多岐に 送りください。事務局からご連絡いたします。
わたりますが、お手伝いいただiナる方を大募集し

市民愚見広告連動／市民の憲蒐30の釜・薫蒸
〒108−0073索薫都潜函三田3−4・17・206
Tei：03−6435−2030
Fax：03−鎚35ゼ031
メールinf°＠ikenkoukoku．jp

ホームページ

https：／／www．撮enkoukoku．jp／

●

チラシ・物

晶／？ボランティ＼アの申し込み用．

FAXの送信先

03

統一ノ

、6435−2031

メール送信先info＠ikenkoukoku。jp

郵送先〒108−0073

東京都港区三田3−4−17−206

市民意見広告運動／市民の意見30の会・東京
ロチラシ送付希望枚数（送料とも無料）

［二］ 枚

00〃〃〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〃〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇000〃〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇○○

＊販売物（頒価は裏面をご覧ください）

1

□『続武力で平和は創れない／街なかの改憲不要論』注文

・書籍版［］ 冊 ・音声版［］ 組
□九条実現バッジご注文個数

九条実現バッジ

A・大［］ 個 小［］個

A

B・大口個 小口個
□九条シールご注文組数

﹇＞X聯Ⅲ

□組

ロボランティアに参加します
8送付先 〒
ご住所

臆お電話
臆Eメールのアドレス
目

臆本状ご送信の目付
＊メッセージ（こ意見）

年

月
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園お名前

2021年期（第23回）市民意見広告運動

誰でも参加できる紙上のデモ

コロナ禍から命を寄れ！武器はいらない！
コロナ禍でわたしたちがもがいているさなか、「『自助・共助・公助』で信頼される国づくり」を一枚看板
に菅義偉首相が登場しました。安倍前政権の経済優先・命軽視の場当たり的な新型コロナウイルス対策により、

社会の貧困・格差・差別などは一層ひどくなりました。解雇・雇い止めにあっている人が8万人を超すなど、
「もう自分の力だけではどうにもならない」という声が世の中にあふれる中、菅首相は「最終的には生活保護（と
いう仕組みがある）」と言い放ちました。職種や国籍の違いなどにかかわらず、真っ先に人びとの命と生活を 点綴膏

守る政治が求められることが必要な今、為政者のこのような発言は責任放棄の表明に他なりません。

「国民のために働く内閣」を標梼しながら首班指名後1カ月以上も国会を開かないなど、安倍政治をそっく

り継承した憲法無視の菅政治をわたしたちは許すことができません。臨時国会開会後も、日本学術会議会員
の一部任命拒否の理由について何も答えないなど、菅政権は主権者をないがしろにした政治を続けています。

その中で、安倍前政権末期に「敵基地攻撃能力保有」まで持ち出していた政府は、安保法制下の「集団的自衛権の行使容認」を
具体化するように、南西諸島へのミサイル・陸上自衛隊配備を加速させています。また、政府が中縄の人びとの民意を無視して建
設を強行している辺野古新基地に、日本版海兵隊と言われる水陸機動団を配備する合意が自衛隊と米軍の問にあることが明らかに
なりました。このような憲法を無視した動きは、核兵器禁止条約などによって東アジアの平和を実現しようとする道とは正反対の、

武力こよって片を付けようという極めて危険な道を選ぶことです。
コロナ禍の今、いわゆる「三密回避」のため集会やデモの開催・参加が難しくなっている現状があります。このようなときだからこそ、

市民意見広告運動は「誰でも参加できる紙上のデモ」として、活動をしっかり継続していくことが求められていると考えます。

2021年5月3日（憲法記念日）の新聞紙上に意見広告を掲載することを通して、軍備ではなくコロナ禍から命を守る道を選ぶ
こと、また2021年10月までに必ず行われる総選挙に向けて憲法と民主主義を守る政治を求めることを強く訴えていきましょう。

2021年期市民意見広告運動にぜひご参加ください。そして、賛同者を増やす努力をともにしてください（この払込取扱票つき
チラシは送料とも無料で必要枚数をお送りしています）。

※意見広告の掲載紙、賛同方法などは裏面をご覧くださいo

2021年2月22日

市民意見広告運動／市民の意見30の会・東京

市民意見広告運動

〒108￣0073東京都港区三田3￣4￣17￣206
Te103−6435−2030
FaxO3−6435−2031
Eメール

info＠ikenkoukoku．jp

ウェブページ

https：／／WWW・ikenkoukoku・jp

＊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。
＊常駐スタッフがおりませんので、お問い合わせはメール、FAXもしくはお手紙ででお願いします。

＊団体（1口4，000円）

ロ

可・不可

どちらかを○で囲んでください。
○かない場合は、可とみなして掲
載します
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○意見広告紙面への名前掲載の可否
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取扱票通信欄の ﹇不可﹈ の項に必ず○印をつけてください︒
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5月3日の意見広告には賛同者のお名前を都道府県別に掲載し
ます︒広告紙面にお名前の掲載を希望されない方は左記の払込

i

記載事項をー訂正した場合は︑その箇所にー訂正印を押してください
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樋口陽一（憲法学者）
松浦悟郎（カトリック司教）

司人】

財津昌樹（グラフィックデザイナー）

Iii逸子（詩人）

坂元良江（テレビプロデューサー）

用大吉（歴史学者）
野千鶴子（社会学者）
田雅敏（弁護士）

佐々木寛（政治学者）
澤地久枝（作家）意
ジェームス三木（脚本家）

老坂武（フランス文学者）

鈴木一誌（ブック、デザイナー）

石芳野（写真家）

武井由起子（弁護士）

田修平（障害者の生活保障を要求する連絡会議参与）

寺尾紗穂（音楽家・エッセイスト）

田昌国（編集者・評論家）

田香織（講談師）

中北龍太郎（弁護士）
長坂秀佳（脚本家）

寺隆幸（原爆の図丸木美術館副理事長）

中野晃二（上智大学教授）

湯川れい子（音楽評論・作詞）
渡辺厚子（「日の丸・君が代裁判」原告）

林亜星（作曲家）

中山千夏（作家）
花崎奉平（文筆業）
玄順恵（水墨画家）

【団体】赤とんぼの会／声なき声の会／市民の意見
30・関西／人権平和・浜松／日本カトリック正義と
平和協議会／ピース9の会／被爆二世の会／ほっが
いどうピースネット

郷南海子（安保関連法に反対するママの会発起人）
首悟（和光大学名誉教授）

三浦まり

（大学教員）

武藤一羊 （評論家・ピープルズプラン研究所）

矢崎泰久
山内敏弘
山口幸夫
山城博治
山本義隆

（ジャーナリスト）

（憲法研究者）

（NPO法人原子力資料情報室・共同代表）
（沖縄平和運動センター議長）

（予備校講師）

意見応聾掲載は202電 毎5月＄醒億灘藍患部
楽譜雷電参毒酔蜜萱る繰上鋪茅琶
どなたでも市民意見広告運動の賛同者になっていただけ
ます。まわりの方にも市民意見広告運動への参加をすすめ
てください。このチラシ（点字版あり）は送料とも無料で
お送りしますので、必要枚数をご請求ください。

垂憲寵怨讐の掲載は；薫霊馨等懸謙二汗瀧義認懇覿
2021年5月3日の広告は都道府県別に賛同者名を紙面
に掲載し、それを活かしたデザインのものです。複数の全
国紙他、できるだけ多くの紙面への掲載をめざします（2020
年期は5紙に掲載しました）。総選挙の早期実施など、政治
状況の変化によっては同日を待たずに別形式の緊急意見広
告を掲載する可能性があります。

繕憲鼎広告で訴える内容
実際に掲載する広告の文面は、このチラシの内容をもと
に、今後の状況変化を反映させて決定します。

禽欝閏轟の遠裳嘉豊締螺
2021年期（第23回）市民意見広告運動に賛同される方
は、このチラシのゆうちょ銀行払込取扱票（振替用紙）に
必要事項を記入してご送金ください。個人賛同金1口2，000
円、団体賛同金1口4，000円です。

尺∴に

締切は2021年4月2日（金曜日）です（同日付ゆうちょ
銀行受付印のあるものまで）。

命憲馬渡箆繰露命熊襲繭馨顛名掲載貌頭譲提要いて
広告紙面にお名前の掲載を希望されない方は、払込取扱
票の「意見広告紙面への名前掲載の可否」の確認欄で、「不
可」の項に必ず○印を付けてください（可・不可のどちら
にも○印がないなど確認できない場合は、原則として掲載
しますのでご了承ください）。また、お名前には必ずフリガ
ナをお付けください。
◆意見広告掲載紙名の適期
広告掲載紙名は決定次第、市民意見広告運動のウェブペー
ジで公表します。また、2021年4月23日までに返信先明
記の往復八ガキをお送りいただいた方には、掲載紙名を折
り返しお知らせします。
企業配す禍鍵軍需の薄霧慧灘慶讐選襲鎗凝議彊二描写
市民意見広告運動では事務所内の作業のもち方などを工
夫して、安全に活動を行っていきます。しかし、不測の事態

により、意見広告の形式・規模・掲載日などの変更を余儀
なくされる可能性があります。あらかじめご理解ください。

証案実現
＼

