●消費税は全廃あるのみ！
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●「取調べの可視化」は冤罪を生む
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●保育・医療・介護を保障しろ！
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●裁判員制度をなくせ
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プロフィール
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●弁護士会での主な委員会活動／現在受任中の主な訴訟事件・弁護団
○日弁連刑事弁護センター委員
○第二東京弁護士会刑事弁護委員会委員長、 同会憲法委員会委員
○国鉄千葉動力車労働組合顧問弁護団
○動労総連合の強制出向無効確認訴訟、 国労組合員の資格確認訴訟
○東京西部ユニオン鈴木コンクリート工業分会・解雇撤回訴訟
○星野文昭さん再審弁護団長、 法政大学学生弾圧裁判弁護団長
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≪カンパの送り先≫ ゆうちょ銀行 口座番号／ 00140-7-419334 口座名／許すな改憲！大行動
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略称：許すな改憲！大行動

〒110-0016台東区台東1-3-1フドウパピルスハイツ2F TEL 03-5817-4830 FAX 03-5817-4857

参議院 東京選挙区
京選挙区
京選
挙区 予定候補
予定候補

মਞदઌৼ॑ചऌ␓ਅ
ଥध།॑ऩऎघञी
प౨अਇमःऽ
च॒␔ુਓਇमાઘ
भఀૃ॑ऐखथൕऑ
ङ␓৳ਖदम ৪
ଔ ध ુ  द ৌ ૪ घ ॊ
धऽदखऽखञ␔

法政大学﹁暴処法﹂弾圧で

は︑鈴木弁護団長のもとで無

戦争を阻止し︑人々が生き

罪をかちとりました︒

学生運動と労働運動を現場か

ら れ る 社 会 に す る た め に は︑

らよみがえらせることが必要

選をともに闘います︒衆院選

です︒そのために︑７月参院

補します︒

では︑私は東京８区から立候

全学連委員長

斎藤いくま

内部討議資料

戦争法阻止の国会闘争を闘う全学連（昨年９月16日）

改憲・戦争・原発・貧困 許さない大行動

弁護士／元ＮＨＫ労組分会長
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●経歴
1959 年 東京都立新宿高校を卒業、 東京大学理科Ⅰ類入学
1964 年 日本放送協会（NHK）に番組制作担当ディレクターとして入局、長崎に赴任
1967 年 日放労（NHK労組）長崎分会委員長
1968 年 米原子力空母エンタープライズ佐世保寄港阻止を分会をあげて闘う。
NHK の東京配転命令に反対する百日間闘争を闘い、 起訴され休職に
1969 年 全国反戦青年委員会代表世話人
1982 年 15 年間の裁判闘争の末、 NHK を解雇される
1988 年 司法試験に合格、 弁護士登録（91 年。第二東京弁護士会）
2014 年 東京都知事選挙と衆議院選挙（東京８区）に立候補
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●マイナンバーはいらない
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正規と非正規が団結
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資本主義は終わっています。
労働者が決起して革命を起こ
すべきです。労働者自身の政
党を鈴木たつおさんと一緒に

ストで解雇撤回！

つくりたい。（吉本伸幸・鈴木
コンクリート工業分会書記長）
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若者もストを決行！

労働者の行動が社会を変える︒
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鈴木たつおを先頭とする
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闘いがここにあります︒

ゼネストをめざす労働運動

京都大学でバリケードスト
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戦争を阻む、
労働者の国際連帯
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福島に、命を守りぬく共同診療所

大学でも学生が反戦ストライキ
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基地全面撤去

無実で獄中41年

星野文昭さんを取り戻そう

ゼネストの国際連帯を
三里塚50年の闘い
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被ばく労働拒否のストライキ
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被ばくと闘う医療拠点
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