
「憲法 9彙にノーベル平和賞を」実行委員会 海外向けネット署名

「国連・平和への権flJJ要請署名

私たち実行委員会は、世界中の人たちの平和を藤しヽ、「平和
への権利自際キャンペーンJを応援してしヽます。響名と拡散

にご協力をお願いし`たします。

(できればコメントはそのまま提出するため英語にてお願い

します。 )

●ネット署名⇒ https:/ノ間 t change.org/p/right― tO―peace

国連総会、国連人権理事会 宛

現在、国連で平和への権利の国際法典化の作業が進められています。平和への権利宣言が国連総会で採択

されれば、一人一人の市民が、国や国際機関の平和に反する行動に対して、平和への権禾」の侵害を訴える

道が開かれます。ジュネーヴの国連人権理事会で採択された後、国連総会で「平和への権利宣言」が採択

される予定です。多くの市民がこの動きを支持し、内容豊かで、より拘束力の強い権利宣言が採択される

よう|こ 、以下のことを国連 |こ 要求します。

私たちは、平和的生存権、人間の安全保障、軍縮の権禾」、平和教育を受ける権利、発展・環境の権不」など

2‐
‐
含む、「平和への権利・国連宣言」が国連総会で採択されることを望みます。

平和への権利国際キャンペーン 日ヽ本実行委員会

日本国際法律家協会内 電話 03-3225-1020 FAX 03-3225-1025

『平和への権 fljキ ャンパーンについて』  httpi//rlght一 to peace.com/about/

平XIJへの権利 (RIght to Peace)と は、一人ひと tプ が平和のうち:こ 生きることができるよう、国家や国際社会に
それを要求することができる権利です。 それを国際人権法にしようといま話し合われています。

「3まで国際的な平和の問題 |ま 、国連では、TJっ ぱら安全保障理事会で扱われてきました。安全保障理事会 (1
5か国)では、 5大国 (米、英、仏、中、日)が拒否権を持っているので、 5大国 |こ 不利な決議はされません。
これ|こ 対して、人権理事会 (47ヵ 国)は、世界の人権問題について、各国の政府代表だけでな<N∞ も参加 tノ

て審議されてし`ます。国連総会で平和への権rll・ 国連宣言が採択されれば、このような安全保障理事会の行動に
も需1限をかける事が出来ます。」

OR憲―ドでァクセス :
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いかなる理由今あらうとも輯事1ま しないてくたさい .

贅し合いで畢機的に撃決してくたさい 伸裁l.努めてくださ←
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世界各国リーダー宛
『いかなる理由があろうとも戦
争はしないでください。話し含い
で平和的に解決してください。伸
裁に努めてください。』
※それぞれ宛先が違います。 1

●ネット署名グループ①(宛先:日本、オーストラ|リアなど) →

●ネット署名グループ②(宛先:イラク、イスラエルなど)  ⇒

●ネット署名グループ③(宛先嘔U、 アメ|」力など)     ⇒

●ネット署名グループЭ(宛先:コスタリカ、エジプト)   →

●ネット書毬グループ⑤(宛先:スーダン、パキスタンなど) ⇒

回ずつ署名できます。

https:l/www.chan ge.org / p/ na^war-1

https://www.chan ge.org / p/ na-war-2

https;//www.chanse.orglp/no-war-3

h ttps:,i lwww.ch an ge.org / p/ no-war - 4

ht tps:/lwww.c h an ge.org / p/ ao-war -5

QRコードに′クセス :



●他団体の集団的自衛権の行使容認に反対する審名
→ 9条の会
https://www.9-10, ip/index/svomei―vOusl.pdf
⇒ 1000人 委員会
http://www.anti―war. info/ShOmei/

⇒日本弁護士連含会
http://www.nichibenren.or. lp/neWs/vear/2014/141215.html

●7.9憲法カフェ in国会

考えてみませんか 憲法 9条と25条
日時 12015年 7月 9日 (本 ) 12時 ～13時
場所 :衆議院第 1議員会館 大会議室 (300名収容 )

*実行委員会もアピールをさせていただきます !

●憲法 9条と戦後70年の歩み

終戦70年記念平和請演会
日時 :8月 1 5 El(土 )13時 30分 ～16時 30分
場所 :ハーモニーホール座間 (小ホール )
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17月 18日一斉行動の呼びかけ !

:「 7ぺ政権の非道に、主権者の抗議
1意志をいっせいに示そう。

1 全国共通の、一つのスローガンを

:同時 Iミ 掲げる。

| 『 7ぺ政治を許さない 1』

1 東京ιま国会正門前その他で。全

1国会ての衡、村、隣近所で、同じ文

1体の『 7ぺ政治を許さない |』を掲げ

|よ う。

1 2015年 7月 18日 (土 )午後 1時」

【文責・澤地久枝】|

お話 :小森陽一さん
*実行委員会もアピールをさせていただきます :

●フェイスプック :「憲法 9条にノーベル平和賞を」実行委員会
サポーター交流サイトがオープンしました !↓

https:ノノ
"WwL facebook,oom/groups/peaceprize4article90先 日のシンポジウムのパネリス ト、ジャン・ユンカーマン監督の映画が70年目の沖縄慰霊の日

に含わせて、 6月 20日 に東京・岩波ホール、沖縄・桜坂all場 ほかにて公開されました。
☆ 7/31ま で岩波本一ルで上映されます !

160年 前からアメリカに占領されていた沖縄 70年の現代史を聞う

『沖縄 うりずんの雨』ジャン・ユンカーマン監督作品
※公式サイ ト⇒http://okinawa― urizun.oo錮/
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事務局か らのおしらせ  ～皆様へのお願い～ いつもご支援 aご協力心から感謝申し上げます。

◆今後、新聞の地方紙、あるいは地方版で、「憲法9条にノーベル平和賞」の取り組みや関連記事があり
ましたら、実行委員会までお知らせくださると有難いです。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

◆賛同団体 (署名取扱い団体)31き続き募集中です !

◆署名用紙を送付してくださつた方々にもニュースをお届けしております。
送付不要の場合は、ご連絡ください。

◆現在紙面のニュースを郵送で受け取つている方で、今後、ネットでの受け取りを希望される方は
実行委員会 [o.npp4a90gllal l.oom]ま で、お名前とア ドレスをお知らせください。

◆新しく振替口座を開設しました。

⇒加入者名「憲法 9条にノーベル平和賞を」実行委員会 口座記号番号 00200-4-52540

これまでに寄せられましたカンパ、切手の献品を心より感謝いたします。
実行委員会は皆様からのカンパによって運営されています。 (団体献金はお断りしております。)

ご協力をよろしくおねがいします。                     
・

◆◆ 署名ご送付時のお願いとご注意 l!  ◆◆

聾塾△⊇_L、 郵便局またIまポス トから送つ
(個人情報が記入されている署名用紙などは、メール便では取扱いされません。
また、メール便、宅急便では郵便局で受け付けてもらえませんのでご注意ください。)

〒252-8799 神奈J!l県塵間市相模が丘1-36-34

座闇郵便局留め 担当 :落合正行 宛

署名送付先 郵便番号が変更 |こ なりました。幅)252-0001→新)252-8799 1日 〒でも受け取れます
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