
お話:;籍葛議蠣露壺甦さん (フ ランス文学)

「婚 69年とは何であった鈴か ?」

特別報告 l「 11■ 3裁判 。付審判闘争の報告」他
11.13闘争元被告 。糟谷孝幸君虐殺事件告発を推進する会元事務局

スピーチ :糟谷君同級生・山崎博昭プロジェクト・全国各地から

その他…

と き :20盆〇年 電用 電3圏 (月・休)午後 1時半～

ところ I PLP会館 大会議室 異翻 i:叢神橋3田 9-27

主 催 :糟谷プ国ジェクト 入場無料

PLP会館 会場案内1969年 11月 13翻、佐藤訪米阻止闘争 (大

阪扇町)を闘つた糟谷孝幸君 (岡曲大学法科

2年生)|ま機動隊の残虐な警棒の乱打によっ

て虐殺され、21才の短い生涯を開じました。

あれから 50年。風化する記li葱や記録を掘

り起こし、糟谷君とその時代の意味を考え、

本として残していきたいと糟谷プロジェクト

をスタートしました。

糖谷孝幸君追悼 50周年集会にお参加くだ

さい。そして糟谷基金にご協力ください。

<銀行振込の場合>みずほ銀行岡山支店 (店番号 521)

口座番号 i3031882    口座名 :糟谷プロジェクト

<郵便局からの振込の場合>言己号 15400  .番号 39802021
他金融機関からの場合 I店名】五四八 【店番1548

【預金種目】普通預金    【口座番号13980202
<郵便振替用紙で振込みの場合>名義 :内藤秀之 口塵番号 :01260-2-34985
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大阪市営地下鉄堺筋線 扇町駅 4番出口より徒歩 3分
JR大阪環状線 天満駅改札日より南側へ徒歩 5分

当館には駐車場はごさいません(:ご来館の際は公共交
通機関をご利用ください。(PLl)会 館 IIPよ り転載)
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1969米曹谷孝幸 50周年プロジェク ト :内藤 秀之 (080-1926-6983)
〒 708-1321 岡山県勝田郡奈義町宮内 124

づi務局連絡先 〒 700-0971 岡山市北区野田 5-8-11ほ っと企画気付
電話 086-242-5220(09)9410… 6488山 田雅美)FAX 086-244-7724
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【呼びかけ人】(五十音順)                                <2019,12■ 5現在>
天野恵一 (東京都・反天皇制運動連絡会)、 荒木雅弘 (大阪府・告発を推進する会事務局)、 五十嵐裕幸 (東京都・1969.11.13

闘争被告)、 五十嵐守 (京都市)、 石田信行 (東京都・小農・69築地被告)、 今井明 (川崎市)、 岩木要 (川崎市・元プロ学同

委員長)、 浦木靖 (鳥取県・湯梨浜町議)、 要宏輝 (大阪府・元連合大阪副会長)、 加納洋一 (岡山市・岡山大同クラス)、 菅孝

行 (埼玉県・文筆業)、 北川靖一郎 (大阪府)、 国富建治 (東京都・新時代社)、 黒部俊介 (岡山県・記録映像作家)、 児玉正人

(京都府)、 小寺啓章 (兵庫県 0元図書館員)、 佐藤耕造 (福岡県.社会福祉法人徳和会理事長・告発を推進する会呼びかけ人)、

里見柊二 (京都市)、 繁山達郎 (東京都・研究所テオリア)、 設楽清嗣 (東京管理職ユニオンサポーターズクラブ代表)、 自川

真澄 (川崎市・ピープルズ・プラン研究所・元共労党書記長)、 菅澤邦明 (兵庫県・西宮公同教会)、 杉岡康次郎 (兵庫県)、 田

中一昭 (川崎市・岡山大 OB・ 地域精神保健福祉)・ 田中幸也 (大阪府・ 1969■ 1■ 3闘争被告)、 辻恵 (東京都・弁護士・ 10.8

山崎プロジェクト事務局長)、 月野和陽右 (横浜市・元シェル石油労働組合)、 内藤秀之 (岡山県・日本原農民)、 中北龍太郎 (大

阪市・弁護士)、 中川憲― (東京都・元管制塔被告団)、 橋野高明 (大阪市 。日本基督教団牧師・元同志社大人文科学研究所研

究員)、 花崎暴平 (北海道・哲学者)、 前田和男 (東京都・続全共闘白書編纂委員会事務局)、 松田健二 (東京都・社会評論社代表)、

松谷清 (静岡市・市議)、 溝辺節子 (横浜市・1969■ 2■ 4糟谷孝幸君市民葬実行委員・ふえみん婦人民主クラブ)、 光吉準 (岡

山県・岡山大 OB・ 鏡野町議)、 水戸喜世子 (大阪府・元救援連絡センター事務局長・山崎プロジェクト)、 宮内順治 (兵庫県宝

塚市)、 宮部彰 (東京都・緑の党グリーンズジャパン運営委員)、 武藤一羊 (横浜市・ピープルズ・プラン研究所)、 山峙建夫 (大

阪府・山崎博昭兄・山崎プロジェクト)、 山田雅美 (岡山市)、 山中四郎 (岡山市)、 山中幸男 (東京都・現救援連絡センター事
務局長・『救援』発行者・山崎プロジェクト)、 山本久司 (金沢市)、 吉岡正教 (岡山市)、 吉田和雄 (東京都・研究所テオリア)、

米澤鐵志 (京都府 0被爆証言者)

【賛同人】揚田崇徳 (広島県・農耕民)、 秋月康夫 (東京都)、 朝日健太郎 (東京都 先゙駆社)、 飯田玲子 (神奈川県3藤沢九条の会)、

丼奥雅樹 (兵庫県・岡山大 OB・ 高砂市議)、 五十嵐政晴 (日 本共産党荻川支部)、 生島猛 (大阪府)、 石田俊幸 (大阪府 。大阪
全労協顧間)、 石田英雄 (福島県)、 石田米子 (岡山市・歴史研究者)、 石塚健 (元教員)、 市場尚文 (岡山市・岡山大 OB・ 医師)、

伊東利一 (大阪府)、 井上康 (京都府)、 猪股美恵 (栃木県・元川崎市議)、 岩田吾郎 (大阪市 。WEBリベラシオン社)、 岩谷
哲夫 (大阪府)、 上原敦男 (香川県)、 海老坂武 (兵庫県・フランス文学)、 大石和昭 (岡山市・弁護士・岡山大 OB)、 扇谷昭 (大

阪府・岡山大 0同 クラス)、 大久保和子 (東京都)、 大杉美千子 (京都市)、 太田敏之 (岡山市・岡山大 OB・ 元管制塔被告団)、

大谷行雄 (翻訳家 010.8山崎博昭プロジェクト)、 大津啓 (福岡市)、 大盛力 (東京都)、 大森万蔵 (奈良県)、 岡本浩 (岡山

市・岡山大 OB)、 奥津亘 (岡山市・弁護士)、 鬼本のぞみ (岡山市・岡山大 OB・ 岡山市議)、 笠原直子 (千葉県・テオリア会員)、

笠原優 (大阪府・泉南生活協同組合 [オ レンジコープ]理事長)、 片岡卓三 (京都府)、 金子絢 (横浜市)、 鎌田慧 (東京都 `ル
ポライター)、 嘉山将夫 (埼玉県・全国一般埼京ユニオン委員長)、 川嶋澄夫 (大阪府・元広大全共闘議長)、 岸本真須美 (岡

山市3ふ えみん岡山)、 喜多浩子 (東京都)、 北沢啓 (横浜市)、 北村弦 (京都府)、 北本修二 (大阪市・弁護士・10.8山崎プロジェ

クト)、 木下達雄 (兵庫県)、 木村晋治 (東京都)、 木村松夫 (東京都・地域活動家)、 草刈雅夫 (岡山県・元私塾経営現農業&
株式トレイダー)、 国松春紀 (横浜市・個人誌「山猫通信・宮ケ谷光麹 発行人)、 久保田潤 (静岡市・静共闘)、 栗原彬 (東京都・

政治社会学者)、 栗間修平 (島根県)、 黒田恵 (東京都)、 桑野博 (福岡県)、 古賀滋 (大阪府・昔反帝高評・労対派)、 小山高澄 (大

阪市)、 小山弘 (京都市)、 最首悟、齋藤修 (岡山市0岡山大同期生)、 齋藤武光 (東京都・エントロピー学会世話人)、 酒井一 (尼

崎市・尼崎市会議員)、 坂元康二 (岡山市・岡山大 OB・ パステル)、 佐藤茂伸 (神奈川県・自然食品店相談役)、 重信房子 (東京都・

東日本成人矯正医療センター・元日本赤軍)、 佐々木幹郎 (東京都・詩人・山崎博昭プロジェクト発起人)、 重松朋宏 (東京

都・国立市議会議員)、 新開純也 (京都府)、 杉原浩司 (東京都)、 高木照雄 (茨城県)、 高橋幸子 (滋賀県・「はなかみ通信」編

集人)、 高橋登 (大阪府・泉大津市議)、 高原浩之 (東京都・元共産同)、 高村幸子 (岡山市・ふえみん岡山)、 武市常雄 (大阪市)、

龍本秀隆 (大阪府・住職)、 玉丼均 (広島県)、 土屋勝 (東京都・岡山大 03)、 出口史郎 (大阪府・東大阪三里塚闘争に連帯す

る会)、 寺田道男 (京都府・反戦・反貧困・反差別共同行動 in京都事務局長)、 鳥井幸雄 (京都市)、 仲尾宏 (滋賀県・京都造

形芸大客員教授)、 中川正 (岡山県・新聞配達夫)、 中川瑞代 (東京都・弁護士)、 永野真理子 (大阪市)、 中澤透 (東京都・大

震災義援ウシトラ旅団)、 中山宏 (大阪府・介護労働者)、 西川哲 (京都市・岡山大 OB、 元大学教員)、 西村光子 (川崎市 。こ

ども食堂)、 西村隆平 (京都府)、 丹羽通晴 (大阪市・関西先駆社)、 橋本利昭 (革命的共産主義者同盟再建協議会)、 橋本信彦

(埼玉県・岡山大 OB)、 濱田亮典 (長崎県・佐世保市民)、 林敏秋 (京都府)、 林真樹 (兵庫県)、 広畑貞昭 (尼崎市 。あまがさ

き共生と自治 21代表)、 平丼玄 (非正規思想家)、 藤井悦子 (京都府・アジェンダプロジェクト)、 藤井正道 (大阪府)、 二木洋

子 (大阪府)、 船橋邦子 (千葉県・北京 JAC・ 北京 JAC、 女性差別撤廃運動)、 星川洋史 (大阪市・関西新時代社)、 干場革

治 (東京都・東大三鷹クラブ・元 ML)、 堀文夫 (大阪府。東大阪三里塚闘争に連帯する会)、 前原英文 (兵庫県・元 69年 4.28

沖縄闘争統一被告団)、 松岡利康 (兵庫県・鹿砦社)、 松島正雄 (横浜市・シルバー人材センター磯子事務所)、 増田敬一 (埼玉

県)、 松井隆志 (東京都・武蔵大学教員、ピープルズ・プラン研究所)、 松永了二 (大阪府 0人民新聞社)、 松野哲二 (東京都 ロ

元現代民主主義研究会・府中緊急派遣村共同代表)、 松平直彦 (埼玉県・当時赤軍派・大菩薩事件で逮捕中)、 松本宣崇 (岡山市・

岡山大 OB)、 真鍋祐子 (東京都 。東京大学東洋文化研究所)、 水谷 (槙)けい子 (東京都・元全国反戦救対事務局)、 水谷保孝

(東京都・元革共同全国委員会)、 三橋俊明 (東京都 0文筆家 。「日大闘争の記録一忘れぎる日々」編集人・山崎プロジェクト)、

光本一郎 (川崎市 O NPO職員・岡山大 OB)、 南俊二 (京都市)、 三輪喜久治 (大阪府・東大阪三里塚闘争に連帯する会)、 元

豊田平 (東京都)、 森本栄 (岡山県・元連合岡山会長)、 森本浩文 (大阪府)、 八本健彦 (奈良市)、 谷島修― (東京都 。研究所
テオリア)、 薮原孝雄 (群馬県・研究所テオリア)、 山口研一郎 (大阪府・やまぐちクリニック院長・現代医療を考える会代表)、

山口恒樹 (大阪府・緑の大阪)、 山口幸夫 (東京都・原子力資料情報室・元「ただの市民が戦車を止める」会)、 山崎雅毅 (沖

縄県・石垣島・アンパルの自然を守る会)、 山田謙 (大阪府・東大阪三里塚闘争に連帯する会)、 山田哲哉 (東京都・元共労党・

山岳ガイド)、 山田晏弘 (京都市)、 山戸貞夫 (山口県・祝島・反原発運動)、 山中健史 (東京都・明大土曜会・山崎プロジェク

ト事務局)、 山本義隆 (東京都・予備校講師・山∫i毒プロジェクト)、 山脇ひろし (埼玉県・研究所テオリア)、 横山茂彦 (千葉県・「情況」

編集委員)、 吉川忠利 (大阪市・公園管理運営士)、 吉田信吾 (京都市・ホームヘルパー)、 吉田智弥 (兵庫県。枝葉通信発行人)、

若槻武行 (川崎市・岡山大 OB)、 脇義重 (福岡市)、 渡邊充春 (大阪市・歯科医師)、 他 65名 (非公表+郵便振込分)


