
《 東京都 上野恩賜公園野外ステージ 》 2014年5月11日(日) 

会場：東京都 上野恩賜公園野外ステージ（旧水上音楽堂） 
日程：2014/5/11(日)  
   ◆開場 12:00～ 
    ◇希望のフェス（ステージ）    13:00 ～        ※手話通訳あり 
                ※  歌、アイヌ舞踊、古代フラ、ワークショップ等、当日のお楽しみ♪ 

    ◇ゆっくりウォーク(パレード)      15:30（出発）※1時間程度のコース 
交通：ＪＲ上野駅から徒歩7分、ＪＲ御徒町駅から徒歩5分 
   地下鉄千代田線「湯島」駅から徒歩3分、銀座線上野広小路駅から徒歩3分 
   京成本線「京成上野」駅から徒歩3分 

 

◆賛同金（兼「希望のフェス」の参加証）は500円です。かわいいピンクのリストバンドをお渡しします。 

  郵便振替で事前に送金いただければ振替用紙(通信欄)の住所にお送りします。 

 当日までは、身に付けて宣伝をお願いしますね。当日、フェス会場でも受付けします。 

◆普段はパレードに参加する体力のない方も車いすを用意しますので、一緒に行進しましょう。 

 （※要事前申込み） 

◆デモパレード(ゆっくりウォーク)では、優しい音の出る鳴り物(鈴、トライアングルetc. 

 ビーズinペットボトル等手作り品)でご参加下さい。 

 シュプレヒコールではなく、歌や笑顔で沿道の人たちに呼びかけてみましょう！ 

◆女たち・いのちの大行進はひとりひとり個人としての参加です。 

  ＊個人の参加が基本ですので、組織旗などは、できるだけご遠慮頂けたら幸いです。 

◆言いたいことは山ほどあるプラカードも、優しく怒りや主張を込めたメッセージを！ 

◆場内でも飲食可。軽食販売出店多数！ 

主催    女たち・いのちの大行進 
電話    080-7964-0511 
FAX     029-295-4617 
Email   inochi511@yahoo.co.jp 
ﾌﾞﾛｸﾞ   http//:inochi511.seesaa.net/ 

振替口座   00120-8-323257 
加入者名   女たち・いのちの大行進 
 
Twitter   inochi511 
Facebook  https://www.facebook.com/inochi.daikoushin 

ご自分の地域でも連動してアクションしませんか？ブログに掲載して共有します。 
是非、ご一報ください。全国に広げ、世界に広げ、つながり合いましょう！ 

司会 ? 

？ 

mailto:inochi511@yahoo.co.jp


【愛知】 
安楽知子 岩城みちこ 大嶽恵子 竜頭万里子 

【青森】 菊川慶子 佐原若子 

【石川】 
浅田真理子 飯尾ますみ 池端憲子 上野真樹子 榎本玲子 鎌田
奈緒美 木越章子 小原美由紀 佐伯三枝子 志田弘子 篠田郁子 
高橋美奈子 蛸島和代 辰巳美江子 谷口直恵 長曽孝子 辻本美
樹 中垣たか子 平田幸美 水野スウ  

【アメリカ】 金子千保 徳方涼子 ノーマ・フィールド 

【インドネシア】 古谷尚美 

【大阪】 滝沢厚子 遠山ひろ子 森本章子 山本明子 

【岡山】  
市場恵子 大塚愛 小倉瑞恵 仙田典子 高松美恵 戸田るりこ 

【沖縄】 浦島悦子 高里鈴代 

【香川】 松美千奈美 

【鹿児島】  
有馬和子 小薗元子 小原美津子 城真理 佃美喜子 道免明美 鳥
原雅子 鳥原良子 馬場園征子 福丸のり子 森永明子 

【神奈川】  
東亜由子 有泉恵子 池内三津子 伊藤勝美 伊藤日菜子 伊藤牧 稲
見明子 入部恭子 岩田深雪 大村詳子 岡部幸江 兼久須美子 斎藤
勉 さとうみえ 白石いづみ 高木久仁子 瀧川君枝 滝西友美 たま
ぴよ桃井 土田恵美子 遠山法子 中西綾子 中野海 はぎわらちかこ 
朴慶南 橋本慈子 不破励子 又賀道子 水上和恵 水澤靖子 光吉由
美子 皆川みずゑ 簔口季代子 宮川典子 森泉万里 柳田公子 柳北
典子 山口泰子 米田佐知子 渡邉りよ 

【岐阜】 中畑朋子 早川しょうこ 

【京都】  
ｱｲﾘｰﾝ美緒子ｽﾐｽ 阿住洋子 井上美和子 宇野朗子 鈴木絹江 萩
原ゆきみ 橋本ちあき 

【熊本】  
石原明子 岩崎わか 大嶽弥生 高済コズエ 堀伊見 

【群馬】 秋本千晶 

【埼玉】 
有澤加奈枝 李政美 宇野知左子 大木有子 尾崎えりか 角田尚子 
鈴木弘子 竹森茂子 寺崎あき子 中山千賀子 野口悦子 野本美保 
原島千恵 曳地トシ 宮村富士子 向井雪子 山本潤 

【滋賀】 橘ひろ子 峯本敦子 

【静岡】 東井怜 馬場利子 東佳美 

【千葉】  
加藤利江 串田文子 崎山比早子 佐藤和美 矢向由季 矢野眞理 
吉田由布子 

【東京】 
ACHAKOV ocyun99 青山晴江 赤石千衣子 上利智子 秋山桃花 浅井
真由美 安達由起 池田幸代 石田貴美恵 石橋和子 市来とも子 い
とうやすよ 稲葉純子 今渕恵子 上田理恵 上原公子 大島史子 大
橋明子 大橋由香子 小川幸子 長内蕾 落合恵子 小野寺りえ 垣内
成子 片岡洋子 片山かおる 加藤寿子 鎌仲ひとみ 亀永能布子 神
田香織 菅野久美子 木村結 キラナ 小石巳美 こぐれみわぞう 駒
林矩子 小山裕子 近藤和子 今野宏子 西園寺美希子 坂田朋子 
佐々木薫 サパ子 澤井正子 七戸わこ 島京子 島田恵 首藤万千子 
白石草 高木澄子 高嶋キヨミ 高橋まゆみ 高山晴代 竹内美保 竹
内よし江 樽美奈苗 千葉麗子 デウィット真子 土井登美江 豊田朋
子 仲内節子 中里弓 中村まさ子 中山真理子 長尾愛子 那波かお
り 西澤雅子 西巻映子 丹羽雅代 野村羊子 羽田ゆみこ 早川由美
子 林千根 原田淳子 福島瑞穂 藤沢弥生 星川まり 堀田千栄子 本
多容子 松田奈津子 松本麻里 水野みさを 満田夏花 宮城ゆみこ 
宗像由美子 村上正子 森本孝子 八木真菜 矢郷恵子 山川良子 山
田久仁子 山田もい 山本恭子 柚木康子 吉田明子 吉原美穂 

【栃木】 大島明海 大島マス子 手塚真子 

【富山】 室伏昌子 

【長野】  
高力のり子 田村寿満子 福永一美 八木橋真知子 吉田優生 吉
本有里 

【新潟】 小木曽茂子 

【兵庫】 牧野紘子 森妙子 山崎昌子 

【広島】 大月純子 岡原美知子 たけだまるみ 

【福井】 岩国英子 米谷恵子 

【福岡】 亀山ののこ 甘蔗珠恵子 

【福島】  
有馬克子 石田智子 井上礼子 大賀あや子 大河原さき 大河原多津
子 大橋さら 大山和子 小川芳江 片岡輝美 勝俣美佐子 菅野玲子 
カンベンガ・マリールイズ ぐりこ 黒田節子 駒崎ゆき子 木幡ま
すみ 佐久間章子 佐々木慶子 佐々木るり 佐藤久美子 佐藤昌子 
庄司郁子 神野愛子 鈴木薫 橘柳子 奈良輪みか 野口時子 橋本あ
き 人見やよい 平野弘美 蛇石郁子 ましこりか 武藤十三子 武藤
類子 宗像基子 森園和重 栁沼祐子 山内尚子 和田央子 渡辺ミヨ
子 

【ブラジル】 一條直子 

【フランス】 飛幡祐規 ボアグリオ・治子 

【北海道】  
安積遊歩 清野るみ子 谷百合子 地脇美和 深町ひろみ  
マシオン恵美香 山口たか 

【宮城】  
伊藤さゆり 北村みどり 笹氣祥子 佐藤照子 杉山仁子 虹乃美稀子 
橋本礼子 原田明子 平泉和代 馬内里美 増田学身 目黒とみ子 山
内明美 

【山口】 那須圭子 

【山梨】 
荒井多恵子 大神田紀子 沖田真澄 川田澄子 小島カツ子 小杉喜久
子 小杉紀久代 佐藤誠子 

【和歌山】嶋村洋子 

【茨城】 
相沢清子 荻三枝子 長田満江 小張佐恵子 川野弘子 木田節子 木
脇紀美子 谷田部裕子 山内絢子 

【コスタリカ】 丹羽順子 

【他】 荒瀬千秋 遠藤文美代 加藤友恵 高田夏子 田山弥生 中
野理惠 中村留美子 野地良子 渡邊美幸 和田秀子 

呼び掛け人・賛同人 のみなさん (2014/3/28 現在) 

【高知】 外京ゆり 芳賀治恵  丸井美恵子 


