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「九条の会」発足に広がる期待と共感
――アピール賛同者の第一次発表――
状況の中で、去る 6 月 10 日、大江健三郎氏

講演会参加申し込みは締め切り

や梅原猛氏、鶴見俊輔氏らで『九条の会』

「九条の会」事務局は 15 日記者会見し、

がつくられ、京都においても、すでに護憲

「会」発足後の取組みを報告しました。

組織が『九条の会』に賛同を表明していま

まず、発足会見で発表した「記念講演会」

す。そこで私たちも、護憲のための活動を

には、福岡から飛行機で参加する人など参

行う」として、次のような方針について「皆

加希望者が殺到し、整理券の発行を締め切

様にご賛同と協働を呼びかけます」として

らざるをえないことを紹介しました。

います。①「九条の会」に賛同を表明する、

アピールへの賛同運動については、広汎

②署名運動を開始する、③その他必要な活

な各界から強い共感と歓迎の言葉とともに、

動にとりくむ、ことを提起しています。

多くの賛同が寄せられていることを明らか

なお、呼びかけた 20 氏は次のとおり。

にし、とりあえず 192 氏のお名前と寄せら

有馬頼底（臨済宗相国寺派管長）／井上勇

れた言葉が発表しました（お名前は後掲）。

一（日本クリスチャンアカデミー関西セミ

また、全国からのさまざまな問い合わせ

ナーハウス所長）／五十嵐隆明（京都キリ

や要望に応えるため、事務所を設置し、事

スト教協議会前会長）／大江真道（大原念

務員を配置したことを紹介しました。

仏寺住職）／鎌田論珠（ノートルダム教育

会見では、
「運動をどう草の根に広げるの

修道女会）／黒木順子（京都ＹＷＣＡ会員）

か」など活発な質問があいつぎました。

／小泉潤（ルーテル教徒教会前牧師）／佐
伯快勝（真言律宗宗務総長）／酒井善弘（京

京都の宗教者が賛同アピール

都ＹＭＣＡ前総主事）／佐原英一（日本キ

京都の代表的な宗教者 20 氏は 7 月 5 日、

リスト教団京都教区総会議長）／関雅人（日

「平和を愛する宗教者の皆様に呼びかけま

本キリスト教団京都教区前総会議長）／出

す」とのアピールを発表、憲法 9 条をめぐ

口栄二（元大本総長）／中西泰子（日本キ

る危険な動きを指摘し、
「そのような危険な

リスト教婦人矯風会京都支部長）／野田道
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法（天理教神大都分教会前会長）／松村真
治（金光教教師）／宮城泰年（本山修験宗

故勝守寛さんとオーバービー

宗務総長）／森清範（北法相清水寺貫主）
／ルカ・ホルスティング（フランシスコの

理論原始物理学者で中部大名誉教授の

家神父）

勝森守寛さんが天に召された。…20 年前、
オハイオ大教授のチャールズ・オーバービ

「九条の会」賛同者第一次発表分

ー教授が中部大に彼を訪ねた。彼はＢ29
のパイロットだった。勝守さんは彼を広島

秋間実（東京都立大学名誉教授）
、浅井良夫

に伴った。オーバービーは、原爆の悲惨と

（成城大学教授）
、浅倉むつ子（大学教員）
、

並んで日本に戦争を放棄した憲法がある

阿刀田高（作家）
、天野祐吉（コラムニスト）
、

ことを知った。二人は「第９条の会」を立

有原誠治（アニメーション映画監督）、安斉

ち上げ、アメリカ憲法を修正しようと小さ

育郎（立命館大学教授）
、池澤夏樹（作家）
、

な歩みを始めた。…教授が天に召された

池田香代子（翻訳家）
、池辺晋一郎（作曲家）
、

日、加藤周一、大江健三郎、鶴見俊輔、梅

石川文洋（報道写真家）
、石田雄（政治学研

原猛らが「九条の会」を結成した。主が与

究者）
、石牟礼通子、板垣雄三（中東・イス

え、主が取られた（ヨブ 2・21）と感じる

ラーム研究者）
、井出孫六、伊藤定良（青山

のは、キリスト者の私だけではなかろう。

学院大学教授）、伊藤誠（経済学者）、伊藤

（
「キリスト新聞」６月 26 日「望楼」欄

光晴（京大名誉教授）
、乾彰夫（東京都立大

より）

教授）、茨木のり子（詩人）、今井清一（横

授）、海部宣男（天文学者）、桂米朝（落語
浜市立大名誉教授）
、岩崎京子（児童文学者）
、 家）
、加藤節（成蹊大学教授）上條恒彦（歌
岩島久夫（国際政治軍事アナリスト）
、上田
手）
、亀井淳（ジャーナリスト）
、川添登（建
誠吉（弁護士）、碓田のぼる（歌人）、内橋

築評論家）
、鬼追（きおい）明夫（元日弁連

克人（評論家）
、内海愛子（恵泉女学院大学

会長）、岸田今日子（女優）、北澤洋子（国

教員）、梅原利夫（和光大学教授）、浦田賢

際問題評論家）
、北野弘久（日本大学名誉教

治（早稲田大学教授）
、浦部法穂（名古屋大

授）、木下順二（劇作家）、木畑洋一（東京

学教授）、永六輔、江藤文夫（評論家）、海

大学教授）、金石範（作家）、金城睦（元沖

老名香葉子、大岡信（詩人）
、大城立裕（作

縄県弁護士会長）、草川八重子（作家）、国

家）、大田堯（教育研究者）、大谷昭宏（ジ

弘正雄（元参議院議員）
、久保田穣（東京農

ャーナリスト）
、大塚英志（まんが原作者）
、

工大学教授）、久米弘子（弁護士）、栗山民

岡野加穂留（明治大学名誉教授）
、岡部伊都

也（新国立劇場演劇・美術監督）
、黒木和雄

子、岡本厚（『世界』編集長）、オグラトク

（映画監督）
、黒田杏子（俳人）
、高史明（作

ー（漫画家）、長新太（絵本作家）、小山内

家）
、神山征二郎（映画監督）
、小谷汪之（東

美江子（脚本家）、小沢昭一（俳優）、小田

京都立大学教授）
、後藤道夫（都留文科大学

中聰樹（専修大学教授）
、戒能民江（御茶ノ

教授）
、後藤竜二（児童文学者）
、小林武（愛

水女子大学教授）
、戒能通厚（早稲田大学教

知大学教授）、小林正弥（千葉大学教授）、
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小林カツ代（料理研究家）
、小室等（ミュー

力資料情報室）
、西川正雄（東京大学名誉教

ジシャン）、小森陽一（東京大学教授）、小

授）、西田美昭（金澤大学教授）、西原博史

森香子（詩人）
、小森龍邦（新社会党委員長）
、

（早稲田大学教授）
、灰谷健次郎、秦恒平（日

斉藤純一（早稲田大学教授）
、斉藤貴男（ジ

本ペンクラブ理事・小説家）
、塙幸（日本山

ャーナリスト）、早乙女勝元（作家）、坂本

妙法寺大僧伽首座）
、羽田澄子（記録映画作

修（自由法曹団団長）
、佐貫浩（法政大学教

家）、馬場あき子（歌人）、日色ともゑ（劇

授）、佐野洋（作家）、志位和夫（日本共産

団民芸俳優）
、広河隆一（フォトジャーナリ

党委員長）、汐見稔幸（東京大学教授）、茂

スト）、広渡清吾（東京大学教授）、深瀬忠

山千之丞（狂言役者・演出家）
、芝憲子（詩

一（北海道大学名誉教授）
、福島みずほ（社

人）
、島森路子（
「広告時評」編集長）
、清水

民党党首）、福田歓一（日本学士院会員）、

誠（東京都立大学名誉教授）
、清水眞砂子（児

福家俊明（天台寺門宗管長）
、藤井泰雄（金

童文学者）、白石かずこ（詩人）、白藤博行

光教平和活動センター）
、藤田勇（東京大学

（専修大学教授）
、白柳誠一（カトリック枢

名誉教授）
、伏見康治（阪大・名大名誉教授）
、

機卿）、新藤兼人（映画監督）、新船海三郎

不破哲三（日本共産党議長）
、堀尾輝久（東

（文芸評論家）
、杉原泰雄（一橋大学名誉教

京大学名誉教授）
、増田れい子（ジャーナリ

授）、鈴木徹衆（日本宗教者平和協議会）、

スト）
、升味準之輔（東京都立大学名誉教授）、

隅野隆徳（専修大学教授）
、妹尾河童（舞台

松井芳郎（立命館大学教授）
、松浦悟郎（日

美術家）、芹沢斉（青山学院大学教授）、宗

本カトリック正義と平和協議会会長）
、松田

左近、袖井林二郎（法政大学名誉教授）
、高

解子（作家）
、松野迅（ヴァイオリニスト）
、

階貞男（弁護士）
、高橋哲哉（東京大学教授）
、

松本三之介（思想史研究家）
、松本猛（安曇

高畑勲（アニメーション映画監督）
、高橋竹

野ちひろ美術館館長）
、宮坂宥勝（真言宗智

山（三味線演奏家）、滝平二郎（画家）、武

山派管長）、宮里邦雄（弁護士）。宮地正人

田清子（国際基督教大学名誉教授）
、ちばて

（国立歴史民俗博物館長）
、三善晃、村井敏

つや（漫画家）
、辻井喬（文芸家協会理事）
、

邦（龍谷大学教授）
、森南海子（服飾デザイ

辻真先（推理作家・脚本家）
、土屋公献（元

ナー）、森英樹（名古屋大学教授）、森村誠

日弁連会長）
、鶴見和子（上智大学名誉教授）
、

一（作家）
、安丸良夫、矢田部理（元参議院

寺島アキ子（劇作家）
、暉峻淑子（埼玉大学

議員）、山内敏弘（龍谷大学教授）、山北宣

名誉教授）、土井たか子（衆議院議員）、土

久（日本基督教団総会議長）
、山田幸彦（弁

井大助（詩人会議運営委員長）
、利谷信義（法

護士）
、山本俊正（日本キリスト教協議会総

学者）
、外山雄三（音楽家）
、直木孝次郎（大

幹事）、山本博（弁護士）、由井正臣（早稲

阪市立大学名誉教授）
、永井憲一（法政大学

田大学名誉教授）
、湯川れい子（音楽評論家）
、

名誉教授）、永井潔（画家）、中島通子（弁

吉田ルイ子（フォトジャーナリスト）
、吉永

護士）、永原慶二（一橋大学名誉教授）、中

小百合（俳優）
、米田佐代子（女性史研究者）
、

村研一（北大副学長）
、中村浩爾（元大阪経

李恢成（文筆業）
、渡辺治（一橋大学教授）
、

済法科大学教授）
、永山利和（日本大学教授）
、

渡辺えり子（制作・演出・女優）
、和田誠（イ

なだいなだ（老人党提案者）
、西尾漠（原子

ラストレーター）
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