
集会賛同人  （あいうえお順・敬称略） 

                                    2015.8.17 現在 

莇   昭三 （城北病院名誉院長） 

莇 也寸志  （城北診療所所長） 

東   孝二 （教育者） 

海部 公子 （色絵磁器画工） 

荒木田 成 （石川県学童保育連絡協議会顧問）  

飯田 克平 （日本科学者会議参与） 

飯田 慈子 （児童文学者） 

飯森 和彦 （弁護士） 

五十嵐 正博 （金沢大学名誉教授） 

碇山 洋 （金沢大学教授） 

井沢 宏夫 （九条の会石川医療者の会・医師） 

石田 直道 （全日本建設交運一般労組石川県本部執行委員長） 

伊勢谷 功 （真宗大谷派非武装平和を願う会事務局長） 

伊田 直樹 （チェロ演奏家） 

岩淵 正明 （弁護士） 

上田 長生 （金沢大学員） 

生方 彰 （輪島診療所所医師） 

梅田 康夫 （元金沢大学教員） 

江見 準 （金沢大学名誉教授） 

大川 義弘 （城北クリニック院長） 

大久保 英哲 （金沢大学名誉教授） 

大森 定嗣 （元石川県教職員組合書記長） 

岡井 直道 （劇団アンゲルス代表） 

奥村 回 （弁護士） 

桶間 諭 （石川県労働組合総連合議長） 

梶川 勇作 （金沢大学名誉教授） 

樫田 準一郎 （元小学校校長） 

かつお きんや （児童文学者） 

加藤 喜一 （弁護士） 

加藤 輝雄 （真宗大谷派僧侶） 

金子 久男 （自交総連石川地方連合会執行委員長） 

金田 小夜子 (フリーライター) 

加畑 寿明 （かばた医院院長） 

蕪城 哲平 （弁護士） 

鴨野 幸雄 （金沢大学名誉教授） 

かるべ めぐみ （絵描き） 

川上 明孝 （金沢美大教員） 

河崎 俊栄 （石川県宗教者平和協議会理事長 

川本 藏石 （弁護士）） 

川本 樹 （弁護士） 

喜多 徹 （石川県保険医協会副会長 

北市 邦男 （金沢市民劇場代表幹事）） 

北尾 強也 （弁護士） 

北川 政信 （白山地域労働組合総連合議長） 

北野 春男 （全日本年金者組合石川県本部執行委員長） 

城戸 照彦 （金沢大学保健学系教授） 

清光 義則 （寺井病院医師） 

桑原 豊 （社会法律センター顧問） 

 

 

 

河野 晃   

 

 

 

（小児科医） 

伍賀 一道 （金沢大学名誉教授） 

小倉 成志 （通信産業労働組合石川分会執行委員長） 

越村 邦好 （全労連･全国一般労組石川一般労組執行委員長） 

小中 弘一 （元教師） 

小林 信介 （金沢大学准教授） 

小牧 純爾 （金沢大学名誉教授） 

栄  重光 （特定社会労務士） 

先田 守 （税理士） 

桜井 裕子 （アマチュア演劇人） 

佐道 昭 （金沢大学名誉教授） 

志田 弘子 （友禅絵師） 

清水 巍 （城北病院副院長） 

白崎 良明 （医師） 

新屋 康夫 （自治労連石川県事務所執行委員長） 

新谷 愛子 （弁護士） 

菅野 昭夫 （弁護士） 

杉田 真衣 (金沢大学教員) 

杉本 章 （生協労連コープいしかわ労働組合執行委員長） 

杉山 正彦 （医師） 

須藤 春夫 （法政大学名誉教授） 

帯刀 裕之 （小松みなみ診療所所長） 

高澤 裕一 （金沢大学名誉教授） 

高原 壮夫 （元全国一般石川地方労組執行委員長） 

高村 和久 （化学一般小太郎漢方支部美川工場分会） 

田口 昭典 （金沢キリスト教会牧師） 

辰巳 國雄 （市民） 

田中 和樹 （弁護士） 

谷崎 隆光 （覚源寺住職） 

田村 光彰 （聖戦大碑撤去の会） 

俵   友恵 （日本キリスト者医科連盟会員） 

土田 光孝 （元日本キリスト教団総会議員） 

都野 展子  （金沢大学理工研究域自然システム学系准教授） 

遠田 勝良 （石川詩人会理事長） 

徳田 隆裕 （弁護士） 

戸水 孝博 (市民の政策研究会) 

鳥越 順丸 （等顔寺住職） 

中内 晃子 （薬剤師） 

中内 義幸 （医師） 

中崎 聡 （城北病院医師） 

中村 正紀 （弁護士） 

西川 忠之 （医師） 

西田 直巳 （石川県保険医協会会長・医師） 

萩野 美穂子 （弁護士） 

硲   絋一   （九谷焼制作） 

橋本 明夫 （弁護士） 

長谷 安次 （元北國新聞記者） 

半沢 英一 (市民の政策研究会) 

 

 

 

東  幸枝 

 

 

 

（石川県医療労働組合連合会執行委員長） 

平田 米里 （歯科医師） 

平館 道子 （横浜事件再審請求人） 

藤田 暁男 （金沢大学名誉教授） 

藤田 敏 （国鉄労働組合石川県支部執行委員長） 

振津 隆行 （金沢大学名誉教授） 

前川 直善 （弁護士） 

前田 達男 （金沢大学名誉教授） 

松井 潔 (七尾中国人強制連行の戦後補償を実現する会） 

松浦 健伸   （石川県民主医療機関連合会会長・医師） 

松尾 正寿 （即生寺住職） 

松原 克 （石川県国家公務員労働組合共闘会議議長） 

馬渡 健一  （石川県労働組合総連合副議長） 

湊  孝次郎 （元教師） 

宮江 伸一 （金沢大学名誉教授） 

宮西 香  （弁護士） 

森   茂 （金沢大学名誉教授） 

森   洋 （現代美術家協会会員） 

森  正子 （石川県労働組合総連合女性部長） 

森下 利夫 （市民の政策研究会） 

安田 清平  （医師） 

山腰 茂樹 （元石川県立音楽堂館長） 

山崎 時春 (元全港湾日本海地本執行委員長) 

大和 一成 （精神科医師） 

山村 勝郎 （元金沢星稜大学学長） 

山本 悟 （輪島診療所所長） 

山本 啓二 （弁護士） 

山本 徳二 （金沢・河北地域労働組合総連合議長） 

湯浅 治男 （小松基地公害爆音訴訟原告） 

横山 幸恵 （全国福祉保育労組石川県支部） 

吉岡 康暢 （国立歴史民俗博物館名誉教授） 

渡邊 智美 （弁護士） 

  

 


