
アイリーン・美緒子・スミス（グリーン・アクション代表）
赤川次郎（作家）
赤坂憲雄（福島県立博物館館長）
雨宮処凜（作家・活動家）
安藤博（非暴力平和隊・日本）
飯田哲也（環境エネルギー政策研究所 (ISEP) 所長）
池澤夏樹（作家）
池田香代子（翻訳家）
石井俊雄（長生村長）
石川文洋（写真家）
いしだ壱成（俳優・ミュージシャン）
伊藤和子（国際人権NGOヒューマンライツ・ナウ事務局長・弁護士）
今中哲二（京都大学原子炉実験所助教）
今西憲之（ジャーナリスト）
岩井俊二（映画監督）
岩上安身（ジャーナリスト）
上野千鶴子（東京大学名誉教授・NPO法人WAN理事長）
上原公子（元国立市長）
宇都宮健児（弁護士）
大石又七（元第五福竜丸乗組員）
大江健三郎（作家）
大河原まさこ（参議院議員）
大橋正明（JANIC 理事長）
大林ミカ（自然エネルギー財団アドボカシー・助成事業部ディレクター）
小熊英二（社会学者・慶應義塾大学教授）
小田川興（元朝日新聞編集委員）
落合恵子（作家・クレヨンハウス主催）
小野有五（北海道大学教授）
海渡雄一（弁護士）
横森美奈子（デザイナー）
加藤登紀子（歌手）
金子勝（慶応義塾大学経済学部教授）
鎌田慧（ジャーナリスト）
鎌田實（作家・医師）
鎌仲ひとみ（映像作家）
香山リカ（精神科医）
河合弘之（弁護士）
黒田征太郎（イラストレーター）
川野浩一（原水爆禁止日本国民会議（議長）
北村肇（『週刊金曜日』発行人）

倉本聰（脚本家・劇作家・演出家）
河野太郎（衆議院議員）
古賀茂明（元経済産業省官僚）
古今亭菊千代（女流噺家）
後藤政志（元原子力プラント設計技師）
小林武史（音楽プロデューサー）
小室等（ミュージシャン）
是枝裕和（映画監督）
斎藤駿（カタログハウス相談役）
坂本龍一（音楽家）
桜井勝延（南相馬市長）
笹森恵子（被爆者）
佐藤栄佐久（前福島県知事）
佐藤潤一（国際環境NGO グリーンピース・ジャパン（事務局長）
沢田研二（歌手）
サンディー（シンガー・ウニキクムフラ・アロハセラピスト）
椎名誠（作家）
鹿野淳（音楽ジャーナリスト）
品川正治（経済同友会終身幹事）
清水康之（ライフリンク代表）
ジャン・ユンカーマン（映画監督）
辛淑玉（人材育成技術研究所所長）
信藤三雄（アートディレクター）
SUGIZO（ミュージシャン）
鈴木邦男（一水会顧問）
鈴木幸一（アースガーデン代表）
鈴木亨（NPO法人北海道グリーンファンド事務局長）
瀬戸内寂聴（作家・天台宗僧侶）
高瀬毅（ジャーナリスト）
高遠菜穂子（イラクボランティア）
高橋哲哉（東京大学大学院教授）
高橋美加子（つながろう南相馬）
竹下景子（俳優）
竹村真一（京都造形芸術大学教授／ Earth Literacy Program代表）
辰野勇（株式会社モンベル代表取締役会長）
田中煕巳（日本原水爆被害者団体協議会（日本被団協）事務局長）
田中優（市民活動家）
谷山博史（日本国際ボランティアセンター代表理事）
田部井淳子（登山家）
辻井喬（詩人／作家）

アン・サンウン（ソウル地方弁護士会 人権委員会副委員長 /弁護士）
アン・チファン（歌手）
アン・ビョンウク（カトリック大学史学科教授）
アン・ビョンオク（気候変化研究所所長）
アン・ミョンギュン（京畿環境連合事務所長）
イ・ウォニョン（水原大学都市・不動産開発学科教授）
イ・エジュ（ソウル大学教授人間国宝）
イ・グヌ（ロコム法律事務所代表弁護士）
イ・サム（ソウル地方弁護士会人権委員会委員長 /弁護士）
イ・サンフン（環境運動連合政策委員）
イ・ジェソク（李濟錫広告研究所所長）
イ・ジェヨン（東北アジア地域平和構築インスティテュート事務局長）
イ・シジェ（カトリック大学社会学科教授）
イ・スホ（ジョン・テイル財団理事）
イ・ソクテ（ドクス法律事務所弁護士）
イ・ソンジョン（円仏教天地報恩会代表）
イ・チャンヒョン（国民大学メディア情報学科教授）
イ・テホ（参与連帯事務所長）
イ・ドンフン（神父）
イ・ホンソク（エネルギー正義行動代表）
イ・ミギョン（環境財団事務総長）
イ・ミギョン（国会議員）
イ・ミョンジュ（明知大学建築士／教授）
イ・ミョンジュン（環境財団常任企画委員）
イ・ミョンスク（ナウリ法律事務所弁護士）
イ・ユジン（緑色連合チーム長）
イム・オクサン（林玉相美術研究所所長）
イム・ジョンデ（参与連帯共同代表）
イム・ジンテク（演出家／パンソリ歌手）
イム・ナッピョン（光州環境連合常任議長）
ウォン・ヘヨン（国会議員）
カン・デイン（対話文化アカデミー院長）
カン・ミョング（ソウル大学メディア情報学科教授）
キム・イクサン（ソウル地方弁護士会環境保全特別委員会委員長／弁護士）
キム・イクジュン（東国大学医科大学教授）
キム・インスク（韓国女性民友会代表）
キム・サンヒ（国会議員）
キム・ジェユン（国会議員）
キム・ジュンハン（カトリック釜山正義平和委員会委員長）
キム・ジョンウク（ソウル大学環境大学院名誉教授）
キム・スングク（平和ヌリ TV／活動家）
キム・ソンジュ（ジャーナリスト）
キム・ソンフン（環境正義／元農林部　理事長／長官）
キム・ヒョン（円仏教中央教区教区長）
キム・ヒョンテ（弁護士）
キム・ヘジョン（環境連合原発特別委員会委員長）
キム・ホギ（延世大学社会学科教授）
キム・ホチョル（弁護士）
キム・ヨンジュ（ＮＣＣ総官牧師）
キム・ヨンテク（詩人）
キム・ヨンホ（檀国大学／元産業資源部教授／長官）
キム・ヨンミン（延世大学独語独文学科教授）
ク・チャサン（釜山環境連合議長）
ク・ドワン（環境社会研究所所長）
クォン・ミヒョク（韓国女性連合共同代表）
コ・ウン（詩人）
コ・チョルファン（ソウル大学海洋学科教授）
ジョン・ミンヨン（ピサン歯科院長）
シン・インリョン（サムスン教育財団理事）
ジン・サンヒョン（慶北大学環境エネルギー政策学科教授）
シン・ピルギュン（緑色交通理事長）
スン・ヒョサン（（株）総合建築事務所 IROJE 代表）
ソ・ヒョンウォン（果川市議会議長）
ソ・ヘソン（作家）
ソン・サンヨン（翰林大学名誉教授）
ソン・ジンス（韓国新再生エネルギー学会会長）
ソン・チュニョル（木浦大学教授）
ソン・ハクソン（宋鶴善歯科院長）
ソン・ビョンリョル（国会議員）
ソン・ヘヨン（韓国キリスト教社会問題研究院院長／牧師）
ソン・ホチョル（西江大学政治外交科教授）
チ・ヨンソン（環境運動連合共同代表）
チェ・イェヨン（環境保健センター所長）
チェ・ジェチョン（梨花女子大学エコ科学部碩座敎授）
チェ・ヨル（環境財団代表）
チャ・ビョンジク（弁護士）
チャン・シウォン（蔚珍郡議会議員）
チャン・ジェヨン（亞洲大学予防医学科教授）
チャン・ジョンウク（日本松山大学教授）
チャン・テウォン（蔚山環境連合共同代表）
チャン・フェイク（ソウル大学物理学科名誉教授）
チャン・ミョン（曹溪宗環境委員会委員長／僧侶）
チョ・グク（ソウル大学法科大学教授）
チョ・ハン・ヘジョン（延世大学社会学科教授）
チョ・ミョンレ（檀国大学都市計画・不動産学科教授）
チョン・ギョンラン（平和をつくる女性の会政策委員会委員長）
チョン・ソンホン（DMZ平和フォーラム理事長）
チョン・デファ（尚志大学敎授）
チョン・ヒョンゴン（市民平和フォーラム運営委員長）
チョン・ヒョンベク（成均館大学社会学科教授）
チョン・ポムグ（国会議員）
ナム・ミジョン（女性環境連帯代表）
ノ・ジンチョル（慶北大学社会学科教授）
ハ・スンス（弁護士）
パク・ウォンスン（ソウル市長）
パク・オスン（ソウル地方弁護士会環境保全特別委員会副委員長 /弁護士）
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パク・キョンジョ（大韓聖公会／緑色連合主教・共同代表）
パク・ジェムク（忠南大学社会学科教授）
パク・ジンヒ（東国大学教養教育院教授）
パク・ビョンサン（仁川都市生態研究所所長）
パク・ヒョンチョル（ともに生きる道代表）
パク・ミョンチョル（延世大学牧師）
パク・ヨンスク（サルリムイ財団理事長）
ハム・セウン（カトリック教神父）
ハン・ホング（聖公会大学教養学部教授）
ファン・サンミン（延世大学心理学科教授）
ファン・ソギョン（小説家）
ペク・スンホン（弁護士）
ペク・ナッチョン（ソウル大学名誉教授）
ホン・ジョンホ（ソウル大学環境大学院教授）
ホン・ヘラン（環境財団事務所長）
ミン・ジョンギ（画家）
ムン・ギュヒョン（神父）
ヤン・イ・ウォニョン（環境連合局長）
ヤン・キソク（カトリック創造保全連帯神父）
ヤン・ギルスン（グリーン病院院長）
ヤン・ジェソン（キリスト教環境運動連帯事務総長）
ユ・インテ（前国会議員）
ユ・ジナ（東国大学演劇映画学科教授）
ユ・ジョンピル（ソウル 冠岳区長）
ユ・ホンジュン（明知大学美術史教授）
ユン・ジャンヒョン（韓国YMCA連盟前理事長）
ユン・ジュナ（6月民主フォーラム代表）
ユン・ジョンスク（美しい財団常任理事）
ユン・スンジン（ソウル大学環境大学院教授）
ユン・チャニョル（ソウル地方弁護士会環境保全特別委員会副委員長／弁護士）
ユン・ヨジュン（平和教育院院長）
ヨ・ヨンハク（大韓弁護士協会環境委員会委員長／弁護士）
ヨム・テヨン（水原市長）
リュ・ジンチュン（生活協同組合全国連合会理事長）
區伯權（香港教職員連盟副会長）[中国 ]
簡錫堦（台湾促進和平文教基金会執行長）[台湾 ]
オユンスレン・ダムディンスレン（モンゴル国立大学教授）[モンゴル ]
何芝君（香港理工大学準教授）[中国 ]
徐詩雅（台湾緑色公民行動連盟）[台湾 ]
徐斯儉（台湾促進和平文教基金会）[台湾 ]
洪申翰（台湾緑色公民行動連盟　事務次長）[台湾 ]
ロビン・J・ウィンクラー（台灣蠻野心足生態協會代表）[台湾 ]
ポール・ジョバン（CEFC台北　ディレクター）[台湾 /フランス ]
セレンゲ・ラグヴァジャヴ（「核のないモンゴル」運動／モンゴル緑の党代表／元党首）[モンゴル ]
ガス・ミクラット（国際対話のためのイニシアティブ事務局長）[フィリピン ]
曾百川（新北市政府）[台湾 ]
コラゾン・ファブロス（非核フィリピン）[フィリピン ]
温波（パシフィックエンバイロンメント中国プログラムリーダー）[中国 ]
A. アダッパン（社会的教育のための農村組織事務局長）[インド ]
ジョン・エブリー（科学と世界の諸問題に関するパグウォッシュ会議デンマーク議長）[デンマーク ]
キャット・ビートン（オーストラリア北部準州環境センター非核キャンペーン担当）[オーストラリア ]
ピーター・ベッカー（クーバーグ・アラート・アライアンス (KAA) 代表）[ 南アフリカ ]
シャロン・バグワン・ロールズ（フェムリンクパシフック事務局長）[フィジー ]
プラフル・ビドワイ（ジャーナリスト）[インド ]
ヨーラン・ブリンツェ（スウェーデン反原発国民キャンペーン元会長）[スウェーデン ]
ガエターノ・カピッツィ（シネアンビエンテ執行委員長）[イタリア ]
ヘクトル・デ・プラド（気候変動とエネルギー）[スペイン ]
ピア・デ・ライク（ＷＩＳＥアムステルダム事務局長）[オランダ ]
Ｍ．Ｇ．デヴァサハヤム（持続可能な暮らしのための市民連盟運用受託者）[インド ]
ホセ・エチャベリー（ヨーク大学準教授）[カナダ ]
ムナ・マハメラー（弁護士）[ヨルダン ]
マリオ・ゴメズ（スリランカ法委員会／コロンボ大学委員／客員教師）[スリランカ ]
ゾーレン・ハーマンセン（サムソ島エネルギーアカデミー教授）[デンマーク ]
フェリシティ・ヒル（婦人国際平和自由連盟副会長）[オーストラリア ]
Ｐｋサンダラム（ジャワハルラール・ネルー大学研究員）[インド ]
トーマス・コチェリー（魚民世界フォーラム（WFPP））[ インド ]
アシッシュ・コターリ（グリーンピース・インド理事長）[インド ]
ジェレミー・レゲット（ソーラーセンチュリー社社長）[イギリス ]
ミア・リーゼンマイヤー（地球の友オランダ）[オランダ ]
レーナ・リンダル（持続可能なスウェーデン協会理事日本代表）[スウェーデン ]
マイレッド・マグワイア（ピース・ピープル／ 1976年ノーベル平和賞受賞）[北アイルランド ]
タンヴィール・モカメル（バングラデシュ映画インスティテュート映画監督・作家）[バングラディシュ ]
リカルド・ナヴァロ（FoEインターナショナル元事務局長）[エルサルバドル ]
ヘレナ・ノーバーグ・ホッジ（エコロジーと文化のための国際協会（ISEC）／映画『幸せの経済学』代表／監督）[スウェーデン／U.S.A.]

ウォルター・オディアンボ（核戦争防止国際医師会議ケニア支部）[ケニア ]
ローラン・オルダム（モルロアと私たち会長）[タヒチ ]
パメラ・フィリポズ（インディアン・エキスプレス新聞特別寄稿者）[インド ]
レスター・R・ブラウン（ワールド・ウォッチ研究所創設者）[U.S.A.]
カルーナ・レイナ（グリーンピース・インド核キャンペーナー）[インド ]
L・ラムダス大将（元インド海軍大将／ラモン・マグサイサイ平和賞受賞者）[インド ]
ラリタ・ラムダス（グリーンピース・インド元グリーンピースインターナショナル理事長／グリーンピースインド理事長）[インド ]
ポール・サオケ（核戦争防止国際医師会議ケニア支部事務局長）[ケニア ]
シャンカル・シャルマ（エネルギー政策アナリスト）[インド ]
T. シヴァジ・ラオ（ＧＩＴＡＭ大学環境学センターセンター長）[インド ]
オット・シーバー（プロ・ネーチャー／地球の友スイス局長）[スイス ]
クリストファー・スティーブンス（オンタリオ持続可能エネルギー協会事務局長）[カナダ ]
キャスリン・サリバン（ヒバクシャ・ストーリーズプログラムディレクター）[U.S.A.]
M. タンガムーツ（人間・自然資源開発センター事務局長）[インド ]
ラインハルト・ウーリグ（グローバル 2000 地球の共オーストリアコーディネイター）[オーストリア ]
アチン・バナイク（デリー大学教授）[インド ]
アントン・ヴドヴィチェンコ（ＮＧＯラジミチ・チェルノブイリの子どもたち）[ロシア ]
ピーター・ワッツ（オーストラリア非核連合共同代表）[オーストラリア ]
クリストファー・ウィラマントリー（国際司法裁判所元副所長）[スリランカ ]
コーラ・ワイス（国際平和ビューロー国連代表）[U.S.A.]
ヘマンタ・ウィタナゲ（環境正義センター／地球の共スリランカ事務総長）[スリランカ ]

SOUTH 
KOREA 

OTHER 

JAPAN JAPAN 

辻信一（ナマケモノ倶楽部世話人／明治学院大学教員）
津田大介（ジャーナリスト／メディア・アクティビスト）
豊田直巳（フォトジャーナリスト）
中沢新一（野生の科学研究所所長、明治大学特任教授）
西尾漠（原子力資料情報室共同代表）
野中ともよ（NPO法人ガイア・イニシアティブ代表）
羽仁カンタ（FLAT SPACE 代表）
平井久志（共同通信編集員／論説員）
伴英幸（原子力資料情報室共同代表）
肥田舜太郎（広島被爆医師）
平川秀幸（大阪大学准教授）
平田公子（NPO法人気候ネットワーク東京事務所長 ork）
平間至（写真家）
広河隆一（フォトジャーナリスト）
ピーター・バラカン（ブロードキャスター）
福島みずほ（参議院議員）
藤田和芳（株式会社大地を守る会代表取締役）
藤波心（タレント）
BUN from KOH-TAO（ミュージシャン／アーティスト）
保坂展人（世田谷区長）
星川淳（一般社団法人 act beyond trust 事務局長／作家・翻訳家）
マエキタミヤコ（サステナ代表）
前田哲男（ジャーナリスト）
松田美由紀（女優・写真家）
丸森あや（市民放射能測定所理事長）
三上元（湖西市長）
満岡聡（未来ネット佐賀ん会共同代表・医師）
村上龍（作家）
森達也（映画監督）
山田俊男（参議院議員）
山田洋次（映画監督）
山本伸司（パルシステム総括協同組合連合会理事長）
山本太郎（俳優）
湯浅誠（反貧困ネットワーク事務局長）
湯川れい子（音楽評論家・作詞家）
吉岡淳（「カフェスロー」代表）
吉岡達也（ピースボート共同代表・脱原発世界会議実行委員長）
吉岡斉（九州大学教授・副学長）
吉田文和（北海道大学大学院経済学研究科教授）
吉永小百合（俳優）
吉原毅（城南信用金庫理事長）


