
相川直美 I女性会議 I女性会議神奈川県本部 I女性会議奈良 愛知西部キリスト教会 アイヌ

権利回復集会 藍眞理子 青松信夫 赤石千衣子 赤石英夫 赤沼智子 赤羽則子 秋池智子 秋

本のり子 秋元春雄 秋山桂世 秋山淳子 秋山洋子 浅井剛史 朝倉泰子 アジアこどもプロジ

ェクト アジアフォーラム東京・三多摩実行委員会 安住邦男 麻生水緒 安達克郎 安達健太 

安達大悟 足立龍枝 安達俊彦 安達充子 安達由起 安達幸夫 安達洋子 安達倭雅子 穴倉良

枝 油谷良清 阿部和彦 阿部賢治 阿部慶太 阿部多美 阿部則司 天羽道子 アメリカの戦争

拡大と日本の有事法制に反対する署名事務局 荒井和浩 荒川真佐子 荒木健次 有村順子 有山

陽子 アリラン慰霊のモニュメントをつくる会 アルンダウンセゲ韓国語講座 泡瀬聖書集会 安

廣錫 安西玲子 安昌浩 安和世 安浩振 安間利信 「慰安婦」決議の呼びかけに応える関西フ

ォーラム実行委員会 「慰安婦」被害者・韓国ハルモニのお話しを聴く堺の集い 「慰安婦」問題

解決に向けた意見書可決をすすめる会 「慰安婦」問題の解決を求める北摂ネットワーク・茨木 「慰

安婦」問題の解決を求める北摂ネットワーク・吹田 「慰安婦」問題の解決を求める北摂ネットワ

ーク・豊中 「慰安婦」問題の解決を求める北摂ネットワーク・箕面 「慰安婦」問題の早期解決

をめざす豊中学習会参加者 飯塚浩 飯田訓 飯浜あき子 李月順 井内宏美 李愛枝 依岡桂美 

李彦周 井形和子 李甲生 伊賀正浩 李京愛 李京美 李貴絵 井口馨 井口成子 井口操子 

井口洋美 井口雅登 池内恵子 池内靖子 池岡幸恵 池清志 井桁碧 池田恵理子 池田幹子 

池田宜弘 池田理知子 李啓禮 李垠姃 李四郎 李相祚 李相浩 石井昭浩 石岡洋子 石下直

子 石垣修 石川逸子 石川朋子 石川美知子 石川康子 石川保子 石毛美智子 李智子 李時

順 石田雅子 石田裕子 石田克明 石田米子 石塚直子 石橋敏江 石丸としこ 伊従直子 李

俊一 李重華 李典子 李政秀 李政美×寿ジョイントコンサート実行委員会 李政美ファンク

ラブ 李淑子 イ・スンフン 五十川チトセ 李聖姫 板敬夫 伊田広行 伊丹朝鮮初級学校 伊

丹朝鮮初級学校オモニ会 市川下枝 市川由紀美 市川力政 一木まゆみ 一戸彰晃 市場恵子 

李賛英 李春子 李鐵 李清子 李晴美 李政美東京コンサート 井手公平 李泰実 伊藤一幸 

伊藤亮典 伊藤佳代子 伊藤奈々子 伊東久子 伊藤美恵子 伊藤道子 伊藤光子 伊藤善朗 イ

トー・ターリ 糸川祥子 李東快 李東信 李徳連 稲井久美 穂垣洋子 稲田美代子 井上淳 

井上美知子 猪瀬優里 猪俣暁子 李現枝 李花子 李和蓮 李惠子 李幸子 今市和昭 今江智

子 井前弘幸 今村光纓 李美愛 李美恂 李美南 李美也子 李美英 任聖姫 林春美 任隆正 

任用吉 任理奈 李英淑 李栄淑 岩壁節子 岩崎文夫 岩瀬文 岩瀬健治 岩名保 岩村義雄 

岩本華子 岩本貞子 岩本美砂子 李王絢 上口佐知子 上里清美 上杉慶子 上江洲由美子 上

野和子 上野美知代 上村昌彦 魚谷優子 鵜飼哲 内田典子 馬屋原晋治 海勢頭豊 梅原真理

子 浦崎成子 ウリギョレ女性展 江口昌樹 越前谷龍満 NTT 労組大阪総支部 NTT 労組大阪グ

ループ連絡協議会 NPO 法人うりそだん 榎本敬子 遠藤裕二 遠藤和子 相可文代 呉祐見 大

石敦子 ONNA 労働組合関西 大江正章 大川正彦 大木和子 大久保和子 大久保雅充 大倉一

美 大越愛子 大阪市職員労働組合市税事務所支部 大阪市会で「慰安婦」意見書をもとめる会 大

阪市労組 大阪大学附属病院看護師労働組合 大阪朝鮮第四初級学校オモニ会 大阪府アジア･ア

フリカ･ラテンアメリカ連帯委員会 大阪府高等学校教職員組合女性部 大澤昭彦 大沢真一郎 

オオジマイクコ 大島静子 大島友子 大関八千代 太田知恵子 大田区職員労働組合 大谷旨範 

太田まり子 大津良枝 大寺菊枝 大冨啓子 大友陽子 大野綾子 大野京子 大野恵子 大野圭

子 大野紀代 大橋涼子 大林トヨ子 大森薫 大森進 大森奈美 大森麻衣子 オール連帯 岡

江多寿子 岡崎洋子 小笠原徹 小笠原秀子 小笠原三枝子 岡田啓子 岡田健一郎 岡田大 岡

田泰平 緒方貴穂 岡田たかし 岡田雅宏 岡田美幸 岡田有美 岡野泰子 岡原美知子 岡部せ



い子 オカベトシオ 岡部寿郎 岡部信枝 岡村達郎 岡本久仁子 岡本萌子 岡本有佳 岡由美

子 小川和子 小川早苗 小川節子 小川幸子 小川里津子 置鮎君代 荻嶋博子 沖縄ピョンフ

ァ会 沖縄恨（ハン）の碑 荻野寿子 奥川祐子 奥田和浩 奥谷恵子 奥田八重子 奥津良子 奥

野しのぶ 尾崎由美 尾崎由美子 長田栄一 長田満江 尾澤邦子 尾澤孝司 小城智子 小田伴

子 小田切督剛 呉秋元 小沼紘美 小野かほる 小野島照子 小野塚はつ子 小野田寿子 小野

寺ほさな 小原裕子 小渕美智子 呉福徳 小俣重秋 尾見くみ子 厳一美 呉文子 小山七積 

折井暁 折口晴夫 『オレの心は負けてない』生野・東大阪上映実行委員会 「オレの心は負けて

ない」立川上映会 恩地庸之 女たちの戦争と平和資料館（wam） 柿野礼子 垣渕幸子 角田尚子 

覚張敏子 蔭山裕乃 笠井玲子 笠川フミ 笠原直子 笠間ゆき子 加地章江 柏倉康成 栢野礼

子 樫山恭子 柏原登希子 春日多美子 春日治子 加瀬さつき 風をおこす女の会 片桐育美 

片桐元 片山文世 片山光広 葛飾「オレの心は負けてない」を観る会 勝部尚子 勝村誠 加藤

和成 加藤賀津子 加藤京子 加藤久仁子 加藤幸子 加藤節子 加藤春恵子 加藤義雄 カトリ

ック東京教区正義と平和委員会 カトリック徳田教会 神奈川 9条連 金子幸子 金子さとみ 金

子マーティン 金子ゆふ子 兼崎暉 兼杉美枝子 金田小夜子 金本新吉 加納実紀代 樺山弘美

Cafe ナビ 鎌田由子 神川辰子 亀井明子 亀井奈保美 賀谷恵美子 香山美土里 仮屋隆子 

唐牛健三 川合詩子 川合潔 河合優子 川浦弥生 川上哲 川口祥子 川﨑那恵 川崎悦子 川

崎から日本軍「慰安婦」問題の解決を求める市民の会 川崎地区 9条連 川崎真奈美 川崎森子 川

田文子 河野つね子 川邊信博 川見公子 河村彰子 河村恵美子 川村しの 河原崎道枝 カ

ン・グムジャ カン・グンジャ 関西超教派クリスチャン戦争罪責告白会 康宗憲 姜信子 姜順

子 姜錫子 神立めぐみ 姜昌仁 姜昌先 姜鉄殖 姜清美 姜大石 関東学院大学学生および関

東地方平和・戦争反対活動家 韓日青年労働者交流 2010年参加者 菅野きみえ 菅野冨久子 神原

宏一郎 姜喜代 姜輝鮮 康美智子 鞠嘉寛 菊地逸子 菊地和行 菊池教子 菊池ケイ 菊池と

も恵 菊地夏野 菊池誠 木﨑利夫 岸野政子 岸野正信 岸野令子 岸本輝美 岸本淳子 木瀬

慶子 北川直実 北川久子 北沢正嗣 北沢玲子 北嶋佳寿子 北爪英子 北野さと子 北原道子 

喜多村憲一 北村光 北村玲子 吉瀬靖子 木戸勝也 絹山達也 宜野座映子 木下純子 木下直

子 木野村間一郎 君塚仁彦 金源道 金優綺 金玉子 金玉煥 金甲戌 金京美 金光男 金相

祚 金時江 金知栄 金静伊 金貞子 金正禮 キム・ジンジャ 金秀吉 金寿子 金順子 キ

ム・スンドク 金承民 金淑良 金ソッセ 金星湖 金燦栄 金昌五 金春実 金哲秀 金大雅 

金泰生 キム・ドクチャ 金徳哲 金同重 金東輝 金喜子 金比呂美 金和子 金和代 金和美 

金富子 金朋央 金浩龍 金弘子 金麻紀 金美樹 金美恵 金孟伊 金良美 金隆司 金悦子 

金栄 金栄子 金英子 木村ジョウ 木村美由紀 金梨恵 9 条フェスティバル 9 条平和小杉の

会 旧日本軍による性的被害女性を支える会 矯風会多摩支部 清川愛 清谷緑 郭元基 郭菊枝 

郭順渕 権秀子 権知沙 権珉和 権龍夫 具島順子 九重能利子 釧路かささぎの会 具順姫 

久世裕子 久世由子 工藤香住 國井豊吉 国重千代江 久野綾子 久保内惠子 窪田三紀 久保

田実千江 久保田康子 久保秀美 久保よう子 熊谷泰世 熊田洋子 熊鼻悦子 熊本教師の会 

栗原順子 栗山満子 車東一 黒木あい 黒田静代 黒部俊介 黒部信也 黒本光広 桑田万里 

敬和学園高等学校 劇団水曜日 憲法 9条－世界へ未来へ連絡会 高階弘 河野淳 神戸国際キリ

スト教会 神戸国際支縁機構 神戸 YWCA 高愛子 5･15吉元玉さん証言集会 in高槻 5･16吉元玉

さんの証言を聴く会 古賀徳子 古賀富士子 国分みち子 小﨑和代 越田稜 小島十二 小島三

保子 興水喜子 小菅あけみ 高順英 高誠美 小谷一明 児玉繁信 児玉清 コ・チュニル 

コ・チュンガン 後藤浩子 後藤美保 小西和治 小西百合子 小林久公 小林まさひこ 小林悦



子 小林太一 小林千代美 小林伸子 小林裕 小林将夫 小林緑 高喜枝 コンスタン・ルイ 

近藤一枝 近藤和枝 近蕂富男 近藤房子 今七海 紺野貴美子 今野耕太 金靖郎 埼玉 9条連 

斎藤京子 斎藤恭子 斉藤繁子 斉藤春美 斉藤由美子 在日韓国青年同盟愛知県本部 在日韓国

青年同盟足立支部 在日韓国青年同盟荒川支部 在日韓国青年同盟大阪府本部 在日韓国青年同盟

葛飾支部 在日韓国青年同盟神奈川県本部 在日韓国青年同盟京都府本部 在日韓国青年同盟桑名

支部 在日韓国青年同盟中央本部 在日韓国青年同盟東京本部 在日韓国青年同盟兵庫県本部 在

日韓国青年同盟広島県本部 在日韓国青年同盟三重県本部 在日韓国青年同盟四日市支部 在日韓

国民主統一連合連中央本部 在日韓国民主女性会大阪本部 在日韓国民主女性会東海本部 在日韓

国民主女性会東京本部 在日韓国民主統一連合大阪本部 在日韓国民主統一連合連神奈川本部 在

日韓国民主統一連合東京本部 在日韓国民主統一連合兵庫本部 在日韓国民主統一連合広島本部 

在日韓国民主統一連合連三重本部 在日コリアン青年連合 在日大韓基督教会全国教会女性連合会 

在日大韓基督教会東京教会東新宿 3区域女性会 在日の慰安婦裁判を支える会 在日本朝鮮民主女

性同盟中央本部 在日本朝鮮民主女性同盟生野西支部 堺市女性団体協議会 坂井康隆 酒井嘉子 

酒井留美 坂詰美代子 佐方光 坂本香織 坂本恵子 坂本智織 坂本知壽子 阪本美知子 サカ

モトヤスコ 坂和優 咲枝 崎山昇 佐久間慶子 佐久間忠夫 佐久間む津美 桜井麻希 桜中学

校 迫野郁子 左近竹一 佐々木かおり 佐々木和子 佐々木小百合 笹原恵 サトウサチコ 佐

藤節子 佐藤多香子 佐藤多鶴子 佐藤千代子 佐藤哲雄 佐藤寿子 佐藤ひろみ 佐藤直子 佐

藤みつ子 佐藤明子 佐藤龍市 佐野泰道 佐野幸子 狭山事件を考える市民の会・宝塚 さらん

ばん 澤隆文 3月行動をよびかける女たち 3･28女性の集い G.Planing韓国視察団 JR貨物労

組青年部 JR 東労組 JR バス関東本部  JR 北海道労組青年部 JR 北海道労組中央本部青年部 JR

東労組運輸車両部会 JR東労組韓日職種間交流 JR東労動組合営業部会 JR東労組訪韓団 JR東

労組横浜地域 JNCC女性委員会 塩川希代子 塩谷昭博 4･25日本軍「慰安婦」問題の意見書可決

を求める尼崎証言集会 4･24日本軍「慰安婦」問題の意見書可決を求める大阪証言集会 4･26日本

軍「慰安婦」問題の意見書可決を求める北摂証言集会 鴫谷節夫 色見勝徳 繁村和寿子 宍戸久

子 宍戸峰子 設楽ヨシ子 自治労東京都職員労働組合 自治労東京都本部 柴川久仁子 柴崎温

子 芝崎三朗 柴洋子 澁谷知美 島田佑子 島袋陽子 清水さつき 志水紀代子 清水澄子 清

水康正 清水れい子 志村信夫 下里裕治 下条健 下条珠美 11/17-20 日本全国同時証言集会

大阪実行委員会 12･4全国同時証言集会・福岡実行委員会 酒肆和子 城貴子 東海林路得子 じ

ょうづかさえこ 梢野礼子 情報産業労働組合連合会 庄山美喜子 城和幸子 申君子 申サラン 

申彰吾 申順子 秦性烈 慎民子 人民の力道央委員会 新屋英子 申良順 申龍美 水平社博物

館 水曜貯金会 末岡久枝 末友雅子 菅井純子 須賀祥枝 菅原充子 杉澤君子 杉本泰郎 杉

本祐作 杉山直美 杉山優子 鈴江佐代子 鈴木晶子 鈴木明子 鈴木公子 鈴木純子 鈴木辰也 

鈴木英雄 鈴木秀子 鈴木弘子 鈴木裕子 鈴木陽子 須田馨 須田としえ 砂原美和子 角尾浩

子 性教協石川運営委員会 青年・学生実行委員会なあがら 瀬尾英幸 脊尾幸子 関谷興仁 瀬

野喜代 戦後責任を問う・関釜裁判を支援する会 千住真理子 「戦争・女性・人権」学会 戦争

と女性の人権を考える集い実行委員会 戦争への道を許さない女たちの仙台の会 戦争を許さない

女たちの JR 連絡会 千地健太 全日本鉄道労動組合総連合会 徐阿貴 相馬勇二 徐崇 徐春暖 

曽根緑 ソ・バンジャ 徐由加里 孫京煥 宋才娘 宋周妍 宋貞子 宋世一 孫亨根 孫浜煥 

宋富子 宋良 宋連玉 宋英愛 大工原潤 第 720回水曜デモを主管する日本人グループ（大阪） 

第 700回水曜デモ東京 平良悦美 平良修 第六回日韓青年労働者交流參加者 高雄きくえ 高尾

素子 高城日出雄 高城広子 高瀬菜穂子 高田文章 高塚伴子 高延美佳 高橋晶子 高橋厚子 



高橋喜久江 高橋尚子 高橋裕子 高橋洋子 高橋陽子 高橋芳恵 高畠悦子 高松朱美 高村美

津子 高山アケミ 高柳美奈子 朝鮮問題を考える宝塚市民の会 田川英信 滝谷紘一 滝ノ上万

記 田口房雄 武井政治 竹内治男 竹内三輪 竹内康人 武田美奈子 武田隆雄 武田てるよ 

タケダヒロコ 武本民子 橘優子 立花由美子 龍崎尚之 龍野惠 龍野瑶子 立石孝行 館山英

夫 田中栄一 田中英子 田中須美子 田中剛之 田中次恵 田中直子 田中直伸 田中信幸 田

中ひろみ 田中雅子 田中正行 田中美砂 田中美知子 田中都 田中康 田中幸彦 田中与三右

エ門 田中與志子 田辺久子 谷岡文香 谷口和憲 谷口ひとみ 谷島光治 谷民子 谷本澄子 

谷森櫻子 谷森正之 田場祥子 田場洋和 田畑昭子 田畑きくみ 田畑葉子 田花中 田花安子 

田平康子 田部豊 田部井勇治 田部井陽子 玉城清子 田巻恵子 玉本由美子 玉盛清 樽美政

恵 崔吉子 崔正煕 崔修 崔誠一 崔麻菜 崔潤福 千地健太 知念智慧子 千葉勝也 千葉の

ぶ子 千葉諒子 張友則 張貴淑 張純芙 張明子 チュア・ギルセン 朱敏秀 朝鮮半島の平和

統一を支持する会（ハナの会） 趙基峰 曹国順 趙尚美 曺静順 趙寿玉・李政美・安聖民つな

がるコンサート大阪実行委員会 趙寿玉・李政美・安聖民つながるコンサート東京実行委員会 趙

寿南 趙順子 趙勝美 趙昌植 趙千恵 曺道子 趙博美 趙福順 趙明愛 趙明子 趙英子 丁

玉敬 鄭玉連 鄭貴美 全弓子 丁勝明 鄭誠治 丁恒臣 鄭明子 鄭永心 鄭永寿 鄭蓮香 鄭

栄桓 鄭暎恵 全永汝 チン・インソン 陳順南 チンチャコリアバンド チン・ミジジャ 陳竜

治 塚田和子 塚原曄子 塚本博子 塚本泰史 辻井美穂 辻桂子 辻田之子 辻本節子 土岐由

紀子 土屋美和 都築寿美枝 都築勉 円谷洋介 坪川宏子 坪山和聖 露木美奈子 津留佐和子 

出崎昌子 寺岡シホ子 寺尾光身 寺崎明子 寺中誠 寺本和男 寺元耕二 寺本美和子 土井桂

子 東京桂の会 戸枝周平 戸枝晶子 徳田幸博 徳橋明 十倉桂 冨田幸子 冨田素實江 冨田

孝正 富永誠治 登梛裕子 豊永恵三郎 豊永祐枝 トラジ会 統一マダン 内藤洋子 内藤ふみ

子 直井望 永井栄俊 永井良雄 長井チエナ 永井栄子 永井友子 永井よし子 長岡登志子 

中神英雄 中川彩 中川加代子 中川健一 中川健太 中川想 仲沢照美 中澤俊之 長澤みのる 

中下裕子 中島章雄 中島暁 中島修一 中島俊子 中島芙美子 中島麻里 中田幸千代 永塚賀

津子 永塚正博 中出容子 長戸路安子 中西豊子 中西綾子 中西晴一 中西洋子 中野佳子 

中野敏男 中野宣子 中野久恵 永野光雄 長野靖男 長橋美穂 中原省二 中原道子 永久睦子 

長堀弘 仲丸教子 永宮弥生 中村尚美 中村孝 中村智子 中村宏 中村文彦 中村昌子 中村

由紀男 中山友子 名田明子 七尾寿子 南徳子 奈良女性解放共闘 奈良女性史研究会 奈良場

恒三 成田徳子 鳴井勝敏 成川雄一 ナルシマキョウコ 南部ひろ 新山一男 新山正紘 新居

弥生 西浦昭英 西岡木綿 西尾教子 西尾真人 西尾康子 西亀淑子 西亀百合子 西ヶ谷康江 

西川厳穂 西川潤子 西川芳枝 錦織優 西口博文 西田早智子 西田千津 西東京朝鮮第一初中

級学校バザー 西中文雄 西野留美子 西端順子 西原健二 西原孝夫 西平幸代 西村芳 西村

恵子 西村さち子 西村寿美子 西村裕美 西村雅芳 西村光代 西山章子 西山登 西山有美子 

11･28同時証言集会in大阪実行委員会 新田ちひろ 日朝国交正常化を求める市民の会 日朝市民

連帯大阪 日本カトリック正義と平和協議会 日本キリスト教婦人矯風会性・人権部 日本キリス

ト教会日本軍「慰安婦」問題と取り組む会 日本キリスト教協議会 日本キリスト教協議会女性委

員会 日本基督教団郡山細沼教会 日本基督教団新発田教会 日本基督教団「戦後補償を求める 6

委員会連絡会」の課題を継承する連絡会 日本軍「慰安婦」被害女性とともに歩む大阪・神戸・阪

神連絡会 日本軍「慰安婦」問題解決のために行動する会・北九州 日本軍「慰安婦」問題・関西

ネットワーク 日本軍「慰安婦」問題行動ネットワーク 日本軍「慰安婦」問題と取り組む会 日

本軍「慰安婦」問題の解決をめざす北海道の会 日本軍『慰安婦』問題の解決を求める奈良ネット 



日本軍「慰安婦」問題の解決を求める請願署名実行委員会・堺 日本軍「慰安婦」問題を考える会・

福山 日本軍性奴隷問題の解決を求める全国同時企画大阪実行委員会 WHR 日本建設委員会 二村

淑子 丹羽雅代 沼倉倫子 沼沢力 沼沢久子 根岸彰子 根本孝子 根本敦子 根本照子 野口

純子 野口千恵子 野口みのり 野尻祚子 野田幸江 野田智代 埜田悦子 野田君江 野田弘 

野々村恵子 野々村敞 野平晋作 信川美津子 延原紘子 盧幸枝 野村修身 野村生代 野村民

夫 売買春問題ととりくむ会 Hows 有志 バウネットジャパン 芳賀不二子 萩ルイ子 萩原松

枝 河光貴 朴仁陽 朴恩陽 朴紀子 朴君愛 朴達馬 朴才暎 朴千代子 朴重賢 朴南仁 朴

和美 朴妙子 朴明哲 朴文子 朴潤南 箱田紘子 河相吉 橋岡剛子 橋田剛子 橋本幸子 橋

本順子 橋本青明 橋本忠雄 橋本戴子 橋本みゆき 橋本良子 ハ・ジュミ 蓮見幸恵 長谷川

洋一 長谷川真千子 長谷川眞優 長谷部洋子 畠山紀子 秦野和喜夫 畠野治子 はたのまさこ 

秦美智子 畑三千代 秦野和喜夫 服部誠子 服部徳 服部文子 花岡麻子 花こころ 花田千恵 

花房恵美子 花房俊雄 羽仁結 塙治子 羽澤政子 浜野妙 早川寿美江 早川節子 早坂充子 

林章剛 林悦子 林和恵 林希美 林京子 林志保 林修嗣 林博史 林正廣 林みどり 林好江 

早船寿美子 バラカイネット 原島恵美子 原嶋邦雄 原田彰子 原田京子 原田徳子 原夏子 

原拡子 ハラマサヒコ 韓玉順 韓甲植 方清子 韓東賢 坂内義子 阪南中央病院労働組合 韓

熙準 韓輝彦 韓興鉄 ピース＆チャリティライブ実行委員会 ピースボート 東孝子 東日本旅

客鉄道労動組合 東道成 樋口淳子 日隈一雄 飛田雄一 人見君子 飛山多恵子 卞記子 玄沙

愛 玄由美 平井一弘 平井敏男 平井陽子 平岡弘子 平川節代 平澤侊 平田アサ子 平田啓 

平田三佐子 平田明子 平田一郎 平永由美子 平野厚子 平松典子 平山梅芳 広島県教職員組

合 広島パンを割く会 廣瀬健二 廣瀬和司 弘中敦子 弘中かつ子 桧和田衛 賓来正子 黄河

春 黄深雪 黄浄愉 黄英治 夫義澤 深田圭子 夫吉子 福井久美子 福井逸治 福川寿子 福

田美紀子 福田悦子 福富臣子 福留範昭 福留留美 福永牧子 福永千恵子 福原正和 福間富

美子 福本直之 福山ワッタガッタ会 藤井朋子 藤内郁子 藤岡郁子 藤河純子 フジカワマサ

オ 藤田英士 藤田清 藤田さとみ 藤田秀雄 藤田美江 藤野明美 藤巻恵子 藤本正雄 藤本

妙子 藤本ヒロ子 藤本正雄 藤森保 藤原かじ子 藤原興 藤原智代 布施滋好 布施たま江 

二橋元長 船橋邦子 船張真喜 文中智子 部落解放・人権研究所・反差別部会 フランチェスコ

JPIC委員会 古川佳子 古川完二 古川宏子 古田聡恵 古野恭代 古橋智子 「平和と非暴力の

未来へ」の会 白康喜 白智淵 裵眞珠 裵栄玉 保坂はな子 星川一江 星野正樹 穂積健児 

細井真紀子 細谷幸子 堀田真 堀内富美子 堀江和雄 堀江恵子 堀江節子 堀口清子 堀部功 

堀部悦子 本郷克志 洪三子 洪秀香 洪仙雅 本田都南夫 本多晶子 本田郁子 洪香姫 洪訓

一 本間瑛 本間晃一 洪明美 ホン・ヨンジャ 洪暎淳 洪永蘭 洪英明 前川英喜 前澤奈津

子 前田裕子 前田千穂 前田哲男 前田智子 前田信良 前田則子 前田冨士子 前波登志子 

牧瀬暁子 牧原憲夫 真島富二 真下久子 増子成子 増田勝代 増田哲也 増田都志美 増田富

雄 増田直美 増田博光 増田都子 間瀬正美 町田よし子 松浦桂子 松浦賢治 松浦順子 松

浦麻紀子 松尾和子 松尾哲郎 松尾昌代 松川康子 松崎光成 松崎都 松澤千代子 松谷光雄 

松田真基 松田美佐子 松永さやか 松波めぐみ 松野尾かおる 松原暁子 松原秀臣 松村克彦 

松村徳子 松村泰毅 松村泰宏 松岡典子 松本英治 松本君子 松本潤子 松本摂 松本千賀子 

松本直子 松本光男 マリア・ソフィア 丸尾美恵子 丸川正司 丸浜江里子 マンナメ水曜会 

三浦恭子 三浦恒夫 三上勝子 三木啓子 三木原ちか子 水上信也 水越勝美 水澤君江 水島

到 水谷昭子 水谷正信 水田泰大 水沼安美 水野純一 三角幸子 三角正義 水本妙子 溝口

敏恵 溝口絹子 三谷和子 御手洗珠穂 Michi Kitazawa-Engel 道田隆司 光長典子 水津幸子 



三留弥生 水戸洋子 皆川奈江 南晃 南大阪で上映を拡める会 南野真左闘 源けさみ 源淳子 

壬生明美 御船範子 宮井正彌 宮内陽子 宮尾有美子 宮川惇价 三宅亜希子 三宅和子 三宅

徳子 宮腰清美 宮古島「慰安婦」記念碑実行委員会 宮澤和子 宮澤玲子 宮島百合 宮田敬子 

宮谷則子 宮地和夫 宮永貴代子 宮西いづみ 宮野稲子 宮平知三 宮前やす 宮本節子 牟田

口カオル 武藤清 宗像努 村井多喜子 井村素子 村上シヅ 村上麻子 村上馨 村上純子 村

瀬幸浩 村田豪 村田充子 村田泰美 村松千枝 村山一兵 村山静江 村山照子 村山みはる 

室野井美代子 文世賢 文聖姫 文清子 文良竹 文年子 持橋多聞 元西美枝 元見三郎 本村

富美子 元百合子 森映子 森岡喜之 盛生高子 森和男 森一女 森カネ子 森川静子 森川睦

子 森崎千恵 森崎知恵 森すぐる 森田恭子 森田恒一 森田容子 門永秀次 森永雅世 森博

幸 森村美智子 森本正三 森元一久 森本忠紀 守谷かよみ 守安敏司 森理恵 森亮一 森玲

子 森脇栄一 森脇一雄 師岡康子 諸角友啓 門更月 門林洋子 屋嘉比ふみ子 柳下繁一 矢

口恭子 矢口力也 谷島光冶 保田千世 安田明徳 柳沢順子 柳沢惇子 山内充浩 山県健二 

山県順子 山上茂典 山岸明子 山口泰子 山口忍 山口八千代 山口明子 山口啓二 山口純一

郎 山口典子 山口洋子 山越典子 山崎桜子 山崎朋子 山崎由紀子 山崎ちひろ 山崎展子 

山崎一 山崎ひとみ 山﨑庸男 山崎裕子 山下治子 山下とも子 山田千秋 山田章博 山田渼

子 山田久仁子 山田恵子 山田幸子 山田昭次 山田規矩子 山田光俊 山田ユキ子 山田美子 

大和和子 山根敏英 山野和子 山持寛 山本興正 山本二三子 山本由香 山本市子 山本和子 

山本潤子 山本忠生 山本美智子 山本直子 山本直好 山本信子 山本裕之 梁安子 梁優子 

梁愛舜 梁光子 梁久子 梁寿玉 梁千賀子 梁澄子 梁路子 梁炳龍 梁裕河 梁霊芝 湯浅謙 

由比美津子 湯川綾 湯澤直美 柳貞子 柳善子 湯本和子 由本和美 柳裕子 尹久次 ユン・

スアン 尹順在 尹善子 尹芳子 尹美生 横井妙子 横繁康子 横田雄一 横原由紀夫 横道昭

子 横山敏子 横山直子 横山康子 吉池俊子 吉岡イツコ 吉岡槻雄 吉岡祈子 吉沢佳世子 

吉澤千草 吉澤文寿 吉澤倫子 吉田勇 吉田和夫 吉田和子 吉田邦彦 吉武仁貞 吉田桂子 

吉田耕三 吉田千佳子 吉田朋子 吉田雅子 吉田光代 吉田ゆり 吉沼紀子 吉野恵子 吉野典

子 吉見義明 依田保之 与那覇博敏 米川智恵子 米澤勝子 米田千代子 米長仁 廉命任 リ

ブ・イン・ピース☆9+25 琉球センターどぅたっち 六田美智子 若田部光子 若月美緒子 若林

ちず子 若林由美子 若松美知子 和久田英子 和久田義勝 鷲見明美 鷲元一美 早稲田大学オ

ープンカレッジ韓国語講座受講者一同 和田久仁子 渡瀬文子 渡辺総子 渡部静子 渡辺典子 

渡辺秀子 渡辺益代 渡辺美奈 渡辺弥恵子 渡辺康子 渡辺泰子 渡辺裕子 渡辺陽子 渡辺芳

枝 渡部清美 和田圭弘 

 


