ご意見・ご感想（2017.04.27 市民連合あだち発会式について）
氏名：

連絡先等：

✂

への参加について
●参加申し込みは、下の参加申込書またはこの記載項目を網羅したｅメールで申し込みください。
●以下のどちらかの参加種別で、ご参加ください。
（足立区在住または在勤の方。
）
・呼びかけ人……名前を示して、他の市民へ参加を呼びかける。
（表示肩書は、組織、企業、店、役職、職業、立場（主婦・大学生）など可。ただし政党名は不可。
）
・賛同人……名前を伏せて、主旨に賛同する。
（姓か名を匿名とし、町名とともに表示します。
「足立＊＊（中央本町）
」か「＊＊太郎（中央本町）」の形態。
）
●当会へのボランティア参加にもご協力ください。今後、会活動や会事務など多種多様の活動や作業が想定されま
す。皆様の得意を持ち寄り、お手伝いお願いいたします。
●参加状況は、ホームページ http://shiminrengo-adachi.tokyo/ で随時掲載する予定です。（現在工事中）
●組織単位の「賛同団体」
「賛同企業」などは、別途、事務局に連絡ください。
●問合せ：市民連合あだち事務局 TEL 080-5377-6692 ｅメール： k@p-d.jp 担当 吉田
✂

参加申込書
氏

名

ふりかな
住

所

電話番号

－

－

メールアドレス

参加種別
〈○で選択〉

性別

男・女

年齢
呼びかけ人 ➡
賛同人

➡

表示肩書
表示の希望

名を匿名…「足立＊＊（中央本町）
」の形（選択がない場合）

〈○で選択〉

姓を匿名…「＊＊太郎（中央本町）
」の形

当会へのボランティア参加〈○で選択〉
得意・希望の活動など

才

積極的にやりたい・多少やりたい・やりたくない
（

）

呼びかけ人一覧
全体合計 呼びかけ人 67 名

2017 年 4 月 27 現在

※五十音順（筆頭以外）
・敬称略

■第１次分（2017 年 3 月 22 日まで）20 名
中山 武敏 （弁護士・東京大空襲訴訟弁護団長）
足立 史郎 （竹ノ塚第一団地自治会会長）

野田 さとみ （安保法に反対するママの会＠足立）

石川 晋介 （柳原病院長）

平沢 功 （日本キリスト教団北千住教会牧師）

石川 徳信 （東善寺住職）

星野 芳久 （あだち憲法懇談会）

沓澤 大三 （パラマウント製靴共働社代表取締役）

増子 今朝男 （元東京土建足立支部執行委員長)

黒岩 哲彦 （弁護士、北千住法律事務所所長）

谷古宇 恵美 （食品の安心安全を守る会代表）

小林 太郎 （ＡＤＣ代表）

吉田 錦次 （足立区まちづくリカウンセラー）

早乙女 勝元 （作家）

吉田 信一 （放射能から子どもの健康を守る東部の会

下川 浩 （獨協大学名誉教授）

事務局長）

白梅 勇蔵 （千住桜木アパート自治会会長）

吉田 万三 （元足立区長）

瀬田 裕和 （希望のまち東京IN東部共同代表）

渡辺 康信 （足立革新懇事務局長）

■第２次分 （2017 年 4 月 26 まで）47 名
青木 佳子 （原水爆禁止東京協議会代表理事）

佐藤 博 （花畑４丁都営アパート自治会長）

青木 洋子 （元高校教師）

沢田 朝子 （江北９条の会代表）

秋山 玲子 （新日本婦人の会足立支部事務局長）

島村 和良 （メディアディレクター）

五十嵐 良太 （９条の会、足立連絡会事務局長）

曽田 肇 （元五反野都営アパート自治会副会長）

池内 政一 （元東京土建足立支部副委員長）

高橋 重雄 （とめよう戦争する国！足立東部の会代表）

石川 千代子 （足立生活と健康を守る会会長）

高橋 昭― （元小学校長・９条の会足立連絡会

市井 員― （前足立年金者組合長）

代表世話人）

伊豆 明夫 （前私立高校教職員組合連合会委員長）

田中 茂 （足立西民主商工会会長）

宇田 衛 （足立東民主商工会会長）

たなか もとじ （日本民主主義文学常任幹事・作家）

梅沢 泰博 （足立借地借家人組合長）

舘 幸雄 （足立区労働組合連合会副議長）

江尻 尚子 （消費税をなくす全国の会 常任世話人）

徳永 美津江 （日本折り紙協会 講師）

遠藤 美生子 （足立生活と健康を守る会副会長）

仲 恵子 （学校栄養士）

大島 みどり （管理栄養士）

中谷 令子 （日本絵手紙協会 公認講師）

大滝 慶司 （足立区労働組合連合会議長）

中田 好美 （千住 9 条の会事務局長）

大谷 猛夫 （法政大学講師・元区内中学校教諭）

橋本 のぶよ （シンガーソングライター）

小木曽 満志 （花畑会組町会役員）

橋本 ミチ子 （足立母親大会実行委員長）

金林 正男 （元西新井本町２丁目都営アパート自治会長）

深沢 弘亘 （足立区介護保険をよくする会会長）

楠 秀樹 （大学講師・社会学博士）

前谷津 光子 （新日本婦人の会元足立支部事務局長）

黒須 勝見 （元足立東民主商工会会長）

美濃山 忠敬 （元足立教職員組合書記長）

児玉 洋介 （東京総合教育センター所長）

水野 智之 （動物病院医師）

古場 栄子 （元女団連副会長）

矢澤 美智 （ＵＲ花畑団地自治会副会長）

小林 弘子 （元新日本婦人の会足立支部長）

柳沢 美代 （足立革新懇事務局員）

坂崎 恵美子 （北千住法律事務所事務局長）

横川 裕子 （新日本婦人の会足立支部長）

坂野 春夫 （江北１丁目都営アパート自治会長）

渡辺 紀子 （江北四丁都営アパート自治会役員)

●参加状況は、ホームページ http://shiminrengo-adachi.tokyo/ で随時掲載する予定です。（現在工事中）
●呼びかけ人一覧に抜け落ち、誤記などありましら、お知らせください。
●問合せ：市民連合あだち事務局 TEL 080-5377-6692

ｅメール k@p-d.jp 担当 吉田

