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■呼びかけ人・賛同人一覧　　　　　　　　　　　　　　　　2019.12.5 現在　　（五十音順）　

揚田　崇徳	 　広島県	 賛同人		 農耕民
秋月　康夫	 　東京都	 賛同人	
朝日健太郎	 　東京都	 賛同人		 先駆社
	 糟谷孝幸、懐かしい名前ですね。	日比谷野音の人民葬を思い出します。
天野　恵一	 　東京都	 呼びかけ人	 反天皇制運動連絡会
荒木　雅弘	 　大阪府	 呼びかけ人	 告発を推進する会事務局
飯田　玲子　	 　神奈川県	 賛同人		 藤沢九条の会
井奥　雅樹	 　兵庫県	 賛同人		 高砂市議・岡山大OB
五十嵐裕幸	 　東京都	 呼びかけ人	 1969.11.13 闘争被告
	 平井さん（戸田徹）と 50年を迎えたかったなあぁ…	
五十嵐政晴	 　新潟市	 賛同人		 日本共産党荻川支部
	 戦争とは悪であり、国家の行う犯罪行為だ！
五十嵐　守	 　京都市	 呼びかけ人
生島　　猛　	 　大阪府　　	 賛同人
石田　俊幸　	 　大阪府	 賛同人		 大阪全労協顧問	
石田　信行	 　東京都	 呼びかけ人	 小農・69築地被告
石田　米子	 　岡山市	 賛同人		 歴史研究者
石田　英雄	 　福島県	 賛同人
	 できることはあまりありませんが、志を同じくした者のひとりとして賛同します。
石塚　　健	 	 	 賛同人		 元教員
市場　尚文	 　岡山市	 賛同人		 岡山大 OB・医師
伊東　利一　	 　大阪府	 賛同人
井上　　康	 　京都市	 賛同人
猪股　美恵　	 　栃木県　	 賛同人		 元川崎市議
今井　　明　	 　川崎市	 呼びかけ人
岩木　　要	 　川崎市	 呼びかけ人	 元プロ学同委員長
岩田　吾郎	 　大阪市	 賛同人		 WEB リベラシオン社
	 1969 年 11 月 13日、扇町公園にいました。当時 19歳、「浪人生」でしたが、なぜか大阪教育	
	 大学全共闘（銀ヘル）の部隊にいました。北大阪制圧闘争として、中電マセンスト	も含めて「プ
	 ロ学同」は頑張っていた記憶があります。公園の出口から火炎瓶が投げられ、プロ学同等の部隊	
	 は機動隊に突入しました。確か、まだ「緑ヘル」であったと思います。
	 この関係で、後続の私たち等、全共闘、反戦の部隊は待たされました。前月の 10.21 反戦	デー	
	 から大阪の闘いのピークでした。その後は、東京の「11月決戦」です。
	 「新左翼」44号を添付します。プロジェクトの案内を、下記ＷＥＢにアップしました。
	 http://0a2b3c.sakura.ne.jp/index.html
岩谷　哲夫	 　大阪府	 賛同人
上原　敦男	 　香川県	 賛同人
浦木　　靖	 　鳥取県	 呼びかけ人	 湯梨浜町議
海老坂　武	 　兵庫県	 賛同人		 フランス文学
	 権力犯罪を忘れないために
大石　一昭	 　岡山市	 賛同人		 弁護士・岡山大OB
扇谷　　昭	 　大阪府	 賛同人		 岡山大・同クラス
大久保和子	 　東京都	 賛同人
大杉美千子	 　京都市	 賛同人	
太田　敏之	 　岡山市	 賛同人		 元管制塔被告団
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大谷　行雄	 　東京都	 賛同人		 翻訳家・ビジネスコーディネーター（フリーランス）
	 10・8山﨑博昭プロジェクト事務局（東京、国際部）
	 当時は高校生でしたが、社学同系高校生として、第一次第二次ともに羽田闘争を闘いました。
	 現在、10・8山﨑博昭プロジェクト事務局でベトナムや米国などでの国際的な事案を担当して	
	 います。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
大津　　啓	 　福岡市	 賛同人
大盛　　力	 　東京都	 賛同人
大森　万蔵	 　奈良県	 賛同人
岡本　　浩	 　岡山市　	 賛同人		 岡山大学OB
	 憲法改悪がされようとしている現在、69年の闘いに学ぶことが必要ではないでしょうか。
奥津　　亘	 　岡山市	 賛同人		 弁護士
鬼木のぞみ	 　岡山市	 賛同人		 岡山市議
笠原　直子	 　千葉県	 賛同人		 テオリア会員
	 不当に人が殺されるのは許せません。特に権力による犯罪は罪深いと思います。
	 記録を残すことはとても大事なことですね。
笠原　　優	 　大阪府	 賛同人		 泉南生活協同組合（オレンジコープ）理事長
	 あの日扇町公園にいまいた。遅れてついたのでもう隊列はデモに移り出していました。その時、
	 共労党の誰かが死んだらしいと聞いて「ホンマカ！」と応えたのを覚えています。
片岡　卓三	 　京都府	 賛同人
要　　宏輝	 　大阪府　	 呼びかけ人	 元連合大阪副会長
加納　洋一	 　岡山市	 呼びかけ人	 岡山大同クラス
金子　　絢	 　神奈川県	 賛同人
	 2019年1月文京シビックセンターでの内藤さん講演の会合（研究所テオリア主催）の時より、ずっ
	 と心に留めていました。山﨑博昭プロジェクトの賛同人です。
鎌田　　慧	 　東京都	 賛同人		 ルポライター
	 運動での死者は顕彰しないといけないと思います。
	 なにもできませんので、賛同人になります。
嘉山　将夫	 　埼玉県	 賛同人		 全国一般埼京ユニオン委員長
苅野　	誠志	 　大阪市	 賛同人	公園管理運営士	
	 1970 年代 ~1980 年代にかけ、糟谷孝幸さんが所属していた PSL 指導下の高校生組織 PHF と、
	 その後継組織に身を置いた者としてプロジェクトの趣旨に共感しつつ成功を祈念します。
川嶋　澄夫	 　大阪府	 賛同人　	 元広大全共闘議長
菅　　孝行	 　埼玉県	 呼びかけ人	 文筆業
喜多　浩子	 　東京都	 賛同人
	 糟谷君の闘いは、忘れてはならないものとして、いつも心の中にあります。
北川靖一郎	 　大阪府	 呼びかけ人
岸本真須美	 　岡山市	 賛同人		 ふぇみん岡山
北沢　　啓	 　横浜市	 賛同人
北村　　弦	 　京都府	 賛同人
北本　修二	 　大阪市	 賛同人		 大阪市・弁護士・10.8 山﨑プロジェクト
木下　達雄	 　兵庫県	 賛同人
	 1969.11.13 扇町公園での集会・デモに参加していました。革命前夜といっては大げさですが、
	 異様な盛り上がりと雰囲気だった記憶があります。樺さんや山﨑さんとともに、決して忘れては	
	 ならないのが糟谷さんです。
木村　晋治	 　東京都	 賛同人
木村　松夫	 　東京都	 賛同人		 地域活動家
草刈　雅夫	 　岡山県	 賛同人		 元私塾経営現農業＆株式トレイダー
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国松　春紀	 　横浜市	 賛同人		 個人誌「山猫通信・宮ケ谷版」発行人
	 ぜひ記録集を刊行して下さい。ささやかですがカンパします。
国富　建治	 　東京都	 呼びかけ人	 新時代社
	 私は、当時大学２年生でしたが、1969 年 11 月を前にした 1969 年 10.21 の闘いで逮捕・	起訴
	 され、拘置所の中で糟谷さんが虐殺されたことを知りました。
	 「全共闘」運動としての学生運動の行き詰まりの局面で、私自身も思いつめた気分で街頭闘争に
	 突入していったことを記憶しています。
久保田　潤	 　静岡市	 賛同人		 静共闘
栗原　　彬	 　東京都	 賛同人		 政治社会学者
	 樺美智子さん、山﨑博昭さん、糟谷孝幸さんを記憶し、繰り返し想起していきます。
栗間　修平	 　島根県	 賛同人
	 私もかつての「69戦士」の１人でした。呼びかけ人・賛同人の中に、共に活動した友人の名前が何
	 人もあり、また知った名前もの何人かあります。私にどれだけのことができるかわかりませんが、
	 賛同人に名を連ねていただきたいと思います。
黒田　　恵	 　東京都	 賛同人	
	 法治国家としてあるまじき事です。暴力による封殺を許してはいけない。
黒部　俊介	 　岡山県	 呼びかけ人	 記録映像作家
桑野　　博	 　福岡県	 賛同人
	 日記に記された彼の決断は、私の心の中で光を発し続けています。
古賀　　滋	 　大阪府	 賛同人		 昔・反帝高評（労対派）
児玉　正人	 　京都府	 呼びかけ人
小寺　啓章	 　兵庫県	 賛同人		 元図書館員
	 過日、大阪の山﨑君の会で、この用紙とご挨拶をお聞きしました。1969 年の糟谷君のことを想
	 い出しました。
小山　高澄　	 	 	 賛同人
	 糟谷君の名誉がまだ回復されてないとは驚きです。	
小山　　弘	 　京都市	 賛同人	
最首　　悟	 　横浜市　	 賛同人
齋藤　　修	 　岡山市	 賛同人		 岡山大同期生
齋藤　武光	 　東京都	 賛同人		 エントロピー学会世話人
酒井　　一	 　尼崎市	 賛同人		 尼崎市議会議員
佐藤　耕造	 　福岡県	 呼びかけ人	 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
坂元　康二	 　岡山市	 賛同人		 岡山大 OB・パステル
佐々木幹郎　	 　東京都　　	 賛同人　　	 詩人・山﨑博昭プロジェクト発起人
佐藤　茂伸	 　神奈川県	 賛同人		 自然食品店　相談役
里見　柊二	 　京都市	 呼びかけ人
重信　房子	 　東京都	 賛同人	 	 東日本成人矯正医療センター・元日本赤軍
	 「1969 年 11 月 13日佐藤訪米阻止闘争の抗議デモの中で、機動隊による警棒の乱打で虐殺され	
	 た糟谷孝幸さんの闘いと追悼を歴史に刻むために始まった「糟谷孝幸プロジェクト」に敬意を	
	 表し連帯します。あの時、私は丁度 11月 11日に初めて逮捕され、東京の上野菊屋橋署に勾留	
	 されていました。9月 25日に北区滝野川会館で行われた赤軍派政治集会も無届が理由でした。	
	 屋内の集会は、当時は届出なしが通常のことで、それだけで公安条例違反の初逮捕は、論議を巻	
	 き起こしました。しかも、「届出は不要」という会館側の行政指導を受けて、その通りにしたに	
	 すぎず、抗議し２泊３日で釈放されましたが、その後すぐ「別件逮捕」で「4・28闘争の凶器	
	 準備幇助罪」で拘留されていました。当局は「大菩薩峠事件」を調べたいために、関連のない事	
	 件を持ち出したのです。この時、丁度東京でも激しく佐藤訪米阻止闘争が続き、毎日女学生の逮	
	 捕が増え、菊屋橋署も満員になりました。私の後から逮捕されて入ってきた東京女子大学の学生	
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	 が「大阪では、昨日岡山大の学生が、10・8の山崎君みたいに虐殺された！」と教えてくれました。
	 命がけでしかデモも出来ない時代になっていると、みんなで話し合ったのを思い返しています。
	 そして、11月 17日佐藤訪米の朝、私はみんなに呼びかけて、抗議のシュプレヒコールを	訴え
	 ました。虐殺された岡山大の学生と、訪米に抗議の意志を示したかったのです。「シュプレヒコー
	 ル！佐藤訪米を許さないぞ！」インターを歌い、口惜しくて泣いている人もいました。糟谷さん
	 のこのプロジェクトの呼びかけと、当時の「新左翼」紙を読んで、あの 1969 年の 50年前、獄
	 中でのスクラムと抗議のシュプレヒコールとインターナショナルの歌声を鮮やかに蘇らせていま
	 す。プロジェクトの成功を祈ります」8月 21日
重松　朋宏	 　東京都	 賛同人		 国立市市議会議員
繁山　達郎	 　東京都	 呼びかけ人	 研究所テオリア
設楽　清嗣	 　東京都	 呼びかけ人	 東京管理職ユニオン　サポーターズクラブ代表
	 69 秋の闘争こそは私にとって栄光ある闘争であり、糟谷孝幸君は私達の誇りです。
白川　真澄	 　川崎市	 呼びかけ人	 ピープルズ・プラン研究所・元共労党書記長
新開　純也	 　京都府	 賛同人
菅澤　邦明	 　兵庫県	 呼びかけ人	 西宮公同教会
杉岡康次郎	 　兵庫県	 呼びかけ人	
杉原　浩司	 　東京都	 賛同人	
	 社会運動の継承のための貴重な記録となることを願っています。
高木　照雄	 　茨城県	 賛同人
高橋　幸子	 　滋賀県	 賛同人		 「はなかみ通信」編集人
高橋　　登	 　大阪府	 賛同人		 泉大津市議
高原　浩之	 　東京都	 賛同人		 元共産主義者同盟 (1969 年当時は分派して赤軍派 )
	 糟谷君とは面識はありませんが、ブンドの共闘関係が共労党を含む八派に発展したのは、68年	
	 10･21 前後でした。以後、69年１月東大安田と４･28 の闘争まで、私もブンドの一員として深	
	 くかかわりました。残念ながら、その後は赤軍派として分派し、69年 11･13 当時は大衆闘争か	
	 ら離れていました。
	 その後、赤軍派は破綻し ( 反省を超え政治的にも ｢後悔と贖罪｣ )、新左翼各派も分裂し解体ま	
	 たは後退しました。しかし、あれから約 50年、闘争に参加した多くの人々が、人民闘争の多種	
	 多様な分野で大衆と結合して闘争を継続しています。｢偉大な努力｣ です。それが人民闘争の次	
	 の大きな怒涛を生み出すでしょう。その中に、糟谷君の精神を受け継いでいく今回のプロジェク	
	 トに賛同します。
武市　常雄	 　大阪市	 賛同人
	 当時は洛北反戦青年委員会で活動しており、あの日は現場で仲間の女性会社員も救急車で病院に	
	 運ばれました。たから、糟谷さんのことはずっと気になっていました。ああ、やっと追悼できる	
	 んですね。みなさま、お世話になります。ありがとうございます。
龍本　秀隆	 　大阪府	 賛同人		 住職
田窪　篤己	 　兵庫県	 賛同人
高村　幸子	 　岡山市	 賛同人		 ふぇみん岡山
田中　一昭	 　川崎市	 呼びかけ人	 地域精神保健福祉
田中　幸也　　大阪府　	 呼びかけ人	 1969.11.13 闘争被告
玉井　　均	 　広島県	 賛同人
	 69 世代より遅れた青年が高校入学（1970 年）学生服での反戦デモ・日本原の現闘小屋のゲバ	
	 ラの肖像画にひどくショックを受け、時代に巻き込まれていった。私も時代の転換点にいたので	
	 すね。人生の転換点でした。
辻　　　惠	 　東京都　　	 呼びかけ人	 弁護士・10.8 山﨑博昭プロジェクト事務局長
	 当時の息吹を現在に蘇らせましょう。
月野和陽右	 　横浜市	 呼びかけ人	 元シェル石油労働組合、呼びかけ人
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土屋　　勝	 　東京都	 賛同人		 岡山大 OB
出口　史郎　	 　大阪府	 賛同人		 東大阪三里塚闘争連帯する会
寺田　道男	 　京都府	 賛同人		 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	 賛同人	
	 正直忘れていましたが、風化せず、持続することを願っています。
内藤　秀之	 　岡山県	 呼びかけ人	 日本原農民
仲尾　　宏	 　滋賀県	 賛同人		 京都造形芸大客員教授
	 50 周年集会のご成功を祈ります。
中川　憲一	 　東京都	 呼びかけ人	 元管制塔被告団
	 糟谷同志は私にとって特別の人です。3・26空港包囲・突入・占拠の闘いで逮捕された私は、
	 その後 23日間の完黙闘争を強いられました。
	 「命を賭けた闘いは命を賭けて守る」
	 毎朝、朝食後 1番に留置場の独房から引き出され、1番後に（午後 11時のこともあった）	戻さ
	 れた取調べの前、私は糟谷同志 ( 他 2名 ) に恥じない完黙の闘いを誓いました。毎朝独房で目覚	
	 めると同時に誓いました。そして糟谷同志のおかげで、起訴 2・3日前に身元がバレても完黙を	
	 貫徹することが出来ました。
	 あれから 41年。あの時の気持ちを忘れる事なく、糟谷同志に恥じない生き方を続けたいと思っ	
	 ております。
中川　　正	 　岡山県	 賛同人		 新聞配達夫
中川　瑞代	 　東京都	 賛同人		 弁護士　
中北龍太郎	 　大阪市　	 賛同人　	 弁護士
中澤　　透	 　東京都	 賛同人		 大震災義援　ウシトラ旅団
永野真理子	 　大阪市	 賛同人
	 私は糟谷さんと同世代です。今も扇町公園からのデモで行岡病院の前を通る時いつも彼の名を思	
	 い出します。生きていらしたらここに居たでしょうね。糟谷さんが奪われた五十年を、悔しく痛	
	 ましく思います。	
中山　　宏	 　大阪府	 賛同人		 介護労働者
	 69.11.13私は教組青年部の一員として扇町集会に参加していました。パイプ爆弾等の情報もあっ
	 たせいか、府警機動隊も幾重もの荷物チェックを受け会場に入った記憶があります。公園柵越え
	 に学生と機動隊が激しく衝突する光景も目にしました。糟谷さんのことは、岡大を卒業した人に
	 会うと問いかけたりしたこともありました。11月 10日には加古川へ行きたい。
西川　　哲	 　京都市	 賛同人		 岡山大 OB、元大学教員
西村　光子	 　川崎市	 賛同人		 こども食堂
西村　隆平　	 　京都府	 賛同人
丹羽　通晴	 　大阪市	 賛同人		 関西先駆社
橋野　高明	 　大阪市	 呼びかけ人	
	 日本基督教団牧師・元同志社大人文科学研究所研究員
	 1969 年 11 月 13日、あの日、私も間違いなくあの扇町公園に居りました。機動隊の規制攻撃	
	 が異常に厳しかったことだけは、よく覚えています。糟谷孝幸さんに撃ち降ろされた警棒は私（私
	 たち）にも振り向けられ、もしかすると虐殺された糟谷さんは、私（私たち）であったかもしれ
	 ません。あの日「殺された」のは、私（私たち）でもあったのです。ずいぶん昔の事のようです	
	 が、私は決して忘れません。
橋本　利昭	 　兵庫県	 賛同人		 革命的共産主義者同盟再建協議会
	 今回、内藤秀之さんの文章で 1969 年 11 月 13日の糟谷さんの闘いを初めて詳しく知りました。	
	 壮にして勇です。私は 69年 10月丁度 1月ほど前、東京で爆取で逮捕され獄中にいました。
	 69 年安保・沖縄闘争にわれわれがかけたものを再生的に生かすことを願っています。
橋本　信彦	 　埼玉県	 賛同人		 岡山大 OB
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花崎　皋平	 　北海道	 呼びかけ人	 哲学者
濱田　亮典	 　長崎県	 賛同人　	 佐世保市民
林　　敏秋	 　京都府	 賛同人	
林　　真樹	 　兵庫県	 賛同人	
平井　　玄	 	 	 賛同人		 非正規思想家
	 1969 年 11 月の死者という糟谷さんの名は今もよく覚えています。私は「決戦」がどうも苦手で、
	 高校闘争に腐心する中、殺人の報道に頭を殴られた思いでした。
広畑　貞昭	 　尼崎市	 賛同人		 あまがさき共生と自治 21代表
藤井　悦子	 　京都府	 賛同人		 アジェンダプロジェクト
藤井　正道	 　大阪府	 賛同人
二木　洋子　	 　大阪府	 賛同人	
船橋　邦子　	 　千葉県	 賛同人		 北京 JAC・女性差別撤廃運動
星川　洋史	 　大阪市	 賛同人		 関西新時代社
干場　革治	 　東京都	 賛同人		 東大三鷹クラブ（東大三鷹寮同窓会世話人）（元ML）
	 当時ML派の活動家で東大三鷹寮の寮委員長もしていました。69年 11月 15日蒲田で 7回目の
	 逮捕、足掛け 3年中野刑務所に未決勾留、一審では実刑判決でした。自分が糟谷君でもおかし	
	 くなかった。
堀　　文夫	 　大阪府	 賛同人		 東大阪三里塚闘争連帯する会
前田　和男	 　東京都	 呼びかけ人	 続全共闘白書編纂委員会事務局
	 あれから半世紀。連帯連携の輪が広がることを祈っています。
前原　英文	 　兵庫県	 賛同人		 元 69 年 4.28 沖縄闘争統一被告団	
	 69 年 4月 28日から 12月末まで獄中（小菅）にいましたので、中から外の闘いの様子を聞いて
	 いました。糟谷さんとは直接の面識はなかったのですが、内藤さんが扇町に参加されていたとい
	 うことを知り、つながりを知りました。そういった事情を知らず 25年以上前にタイとアメリカ	
	 の大学教授の通訳兼運転手として、その人々の日本の農業調査で内藤さん宅を訪問しました。帰	
	 りにもう一軒の有機農業家 Yさん宅に二人の教授を残して、私だけ帰阪しました。その途中兵	
	 庫県と岡山県の県境で追突事故を起こし、赤穂市民病院で１カ月入院しました。（小腸を 20cm	
	 切除）このことについては周りの人はほとんど知られてないと思います。60年代から 70年代	
	 を共に闘い犠牲となった人々（山﨑さんや糟谷さん、東山さん等多くの人々）を追悼していくこ	
	 とは私たちの使命だと思います。
増田　敬一	 　埼玉県	 賛同人	
松井　隆志	 　東京都	 賛同人		 武蔵大学教員、ピープルズ・プラン研究所
松岡　利康	 　兵庫県	 賛同人		 鹿砦社
松島　正雄	 　横浜市	 賛同人		 シルバー人材センター磯子事務所
松田　健二	 　東京都	 呼びかけ人	 社会評論社代表
松平　直彦	 　	 	 賛同人		 当時赤軍派・大菩薩事件で逮捕中
松永　了二	 　大阪府	 賛同人		 人民新聞社
	 当日、現場にいました。
松野　哲二	 　東京都　　賛同人　　	 元現代民主主義研究会・府中緊急派遣村共同代表
松本　宣崇	 　岡山市	 賛同人		 岡山大 OB
松谷　　清	 　静岡市	 呼びかけ人	 静岡市議
真鍋　裕子	 　東京都	 賛同人		 東京大学東洋文化研究所
	 糟谷プロジェクトにつきまして、賛同人として名前を入れていただければと思います。
	 いただいたMLにあるアドレスに自分で送付しようかとも考えましたが、私自身は糟谷氏のこと
	 を今回初めて知ったばかりであり、語るべき言葉を持ち合わせず、一方ではメール文に記された	
	 日記の言葉が私がずっと見てきた韓国民主化運動の烈士たちのそれとあまりに似ていること、表	
	 にもコメントしたとおり、11月 13日という日付が 70年 11月 13	日に焼身自殺をとげ、韓国	
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	 民主化運動の起点となった全泰壹烈士を彷彿させるものでもあり、それを糸口になにかお力にな	
	 れるのではないかとも考えましたが、それを書き始めると収拾がつかなくなりそうなので、大谷	
	 様よりよろしく申し伝えていただければと思います。20年 11月に追悼文集をというのは、韓
	 国では全泰壹の 50周忌にあたる時で、日韓（死者）連帯？の中でなんらかの理念付けができな	
	 いものかと考えたりしております。
	 どうぞよろしくお願いいたします。
水谷（槙）けい子	 東京都	　　賛同人	 元全国反戦救対事務局
	 糟谷孝幸君は、強大な権力にたいし、敢然として敵の眼前に立ちふさがり、死を賭してまで闘い
	 抜いた人に他なりません。帝国主義本国の人民として、侵略を二度と許さないという、人として	
	 の道を貫いたのだと思います。そうした彼のたたかいを記録として残すことは、残された者の使	
	 命だと思います。彼が成そうとしたことを、歴史にしっかりと刻印できるからです。記憶は薄れ、
	 不正確になり、そして必ず忘れ去られるからです。記録することが、糟谷君と、そしてたたかう	
	 仲間の ＂途切れることのない闘い＂ を貫くことだと思います。今やらなければ、もうできない−	
	 私も本心からそう確信します。
水谷　保孝	 　東京都	 賛同人		 元革共同全国委員会
溝辺　節子	 　横浜市	 呼びかけ人	 ふぇみん婦人民主クラブ
	 1969.12.14 糟谷孝幸君市民葬実行委員・婦人民主クラブ岡山中央支部（当時）
	 プロジェクトのお仲間に入れていただきありがとうございます。
	 50 年の記憶をたどりながら、忘れていたことを詫びています。
三橋　俊明	 　東京都	 賛同人　	 文筆家・「日大闘争の記録ー忘れざる日々」編集人
	 	 	 	 	 	 「10.8 山﨑博昭プロジェクト」発起人
	 日大闘争を記録する会で作ってきた冊子の9号を同封させていただきました。がんばって下さい。
光本　一郎	 　川崎市	 賛同人		 ＮＰＯ職員・岡山大OB
光吉　　準	 　岡山県	 呼びかけ人	 岡山大OB・岡山県鏡野町議
水戸喜世子	 　大阪府	 呼びかけ人	 元救援連絡センター事務局長・山﨑プロジェクト
南　　俊二	 　京都市	 賛同人
宮部　　彰	 　東京都	 呼びかけ人	 緑の党グリーンズジャパン運営委員
三輪喜久治	 　大阪府	 賛同人		 東大阪三里塚闘争連帯する会
武藤　一羊	 　横浜市	 呼びかけ人	 ピープルズ・プラン研究所
元豊田　平	 　東京都	 賛同人	
森本　　栄	 　岡山県	 賛同人		 元連合岡山会長
森本　浩文	 　大阪府	 賛同人	
八木　健彦	 　奈良市	 賛同人
谷島　修一	 　東京都	 賛同人		 研究所テオリア		
薮原　孝雄	 　群馬県	 賛同人		 研究所テオリア
山口研一郎	 　大阪府	 賛同人	　　	 やまぐちクリニック院長・現代医療を考える会代表
	 糟谷さんのお名前は 1969 年当時お聞きしていたような気がしますが、直接の面識はありません。
	 北川さんからの再三のお誘いで賛同人を引きうけします。また本作成の段階には、私の当時（浪	
	 人生 2年目）の体験をお寄せしたいと存じます。
山口　恒樹	 　大阪府	 賛同人		 緑の大阪
山口　幸夫	 　東京都	 賛同人		 原子力資料情報室・元「ただの市民が戦車を止める」会
	 こころざしとたたかいの記録を残すことは同時代を生きた者の責任だと思います。
山﨑　建夫	 　大阪府	 呼びかけ人	 山﨑博昭兄・山﨑プロジェクト
	 私も同じ時扇町公園に居ました。抗議集会にも参加しました。
	 権力の凶刃に斃れた若者の遺志は次代に引き継がれねばならないと思います。
山崎　雅毅	 　沖縄県	 賛同人		 石垣島・アンパルの自然を守る会
山田　　謙	 　大阪府	 賛同人		 東大阪三里塚闘争に連帯する会
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山田　哲哉　	 　東京都　	 賛同人		 元共労党・山岳ガイド
	 1969 年秋は全国中学生共闘会議の一員として佐藤訪米と闘いました。11.17 の直前で糟谷さん	
	 が殺されたことに強いショックを受けました。今本当に戦争をする国が日本です。もう一度初心	
	 に帰ってガンバリマしょう。
山田　雅美	 　岡山市	 呼びかけ人
山田　晏弘　	 　京都市　	 賛同人
	 70 年安保・大学闘争は、誰もに光が当たる平等な社会を目指す闘いでしたが、新しい社会像を	
	 示せず敗北しました。世界的に格差が拡大し続ける今日、糟谷君の無念を自分の無念とし、新し	
	 い社会のシステム・像を提起できる運動ができればと思っています。
山戸　貞夫	 　山口県	 賛同人		 祝島・反原発運動
山中　四郎	 　岡山市	 呼びかけ人
山中　健史	 　東京都	 賛同人		 明大土曜会・山﨑プロジェクト事務局
	 私は糟谷さんとは面識はありませんが、６９年１２月に東京の日比谷公園で行われた「糟谷君
	 虐殺抗議集会」に参加しました。この日の様子は、私のブログに掲載しています。
	 1969 年 12 月糟谷君虐殺抗議集会 https://blogs.yahoo.co.jp/meidai1970/31769131.html
	 また、10.8 山﨑博昭プロジェクトの事務局も担当しておりました。
	 そんなこともあり、このプロジェクトの賛同人になります。よろしくお願いします。
山中　幸男	 　東京都	 呼びかけ人	 現救援連絡センター事務局長・『救援』発行者
	 	 	 	 	 	 山﨑プロジェクト
山本　義隆	 　東京都	 賛同人		 予備校講師・山﨑プロジェクト
山本　久司	 　金沢市	 呼びかけ人	
山脇ひろし	 　埼玉県	 賛同人		 研究所テオリア
横山　茂彦	 　千葉県	 賛同人		 「情況」編集委員
吉岡　正教	 　岡山市	 呼びかけ人	
吉田　和雄	 　東京都	 呼びかけ人	 研究所テオリア
吉田　信吾	 　京都市	 賛同人		 ホームヘルパー
	 現代史の１側面として闘いの記録は残しておきたいです。
吉田　智弥	 　兵庫県	 賛同人		 枝葉通信発行人
	 当時、28歳の広告労働者でしたので、世代は少し違いますが、たまたま同じ現場にいましたので、
	 「事件」のことは忘れません。
米澤　鐵志	 　京都府	 呼びかけ人	 被爆証言者
若槻　武行	 　川崎市	 賛同人		 岡山大 OB
脇　　義重	 　福岡市	 賛同人		 	
	 同世代であり、共に佐藤訪米阻止を闘った。私の「生きる道」として糟谷君の遺志を共にする。
渡邉　充春	 　大阪市	 賛同人	　　	 歯科医師

　他 59名（氏名非公表＋	郵便振込分）


