秘密保全法に反対する愛知の会／「秘密保護法」廃止へ！ 実行委員会
プレス・リリース●2014年1月22日

１／２４（金）秘密法に反対する全国ネットワーク
発足記者会見 のご案内
2014年 1月22日
秘密保護法に反対するために結成した全国各地のグループ３２団体（1月2３日現在

別

紙）が参加し「秘密法に反対する全国ネットワーク」が１月２４日に発足します。「秘密保護
法」廃止へ！1・24院内集会（１４時半～１５時半）終了後、記者会見を行います。秘密保護

法廃止に向けて全国的な運動を進めます。また、国会開会日の24日、全国一斉に運動を呼びか
けたところ、1７都道府県で秘密保護法反対運動がくまれます。ぜひ取材をお願い致します。
●

日時／1月24日（金）15時30分～16時
会場／参議院議員会館 1F102会議室
参加者 「秘密法に反対する全国ネットワーク」参加団体

●

● 全国ネットワークの目的と今後の運動
・国会開会日における全国の廃止運動
・全国の運動が活動情報を共有する
・一斉行動の提案（６の日行動（ロックアクション））
・廃止署名運動を進める
・地方議会への働きかけ
・全国交流会の計画

ほか

添付資料
・参加団体一覧（2014.1.2３現在）
・１／２４各地の行動
・呼びかけ文

●秘密保全法に反対する愛知の会
http://nohimityu.exblog.jp/
名古屋市中区丸の内3-7-9 チサンマンション丸の内第2 303
全国市民オンブズマン連絡会議気付
TEL 052-953-8052／FAX 052-953-8050

●「秘密保護法」廃止へ！ 実行委員会
http://himituho.com/
＜呼びかけ5団体＞

日本新聞労働組合連合（新聞労連）
平和フォーラム
5・3憲法集会実行委員会
秘密法に反対する学者・研究者連絡会
「何が秘密？ それは秘密」法（秘密保護法案）に反対するネットワーク（秘密法反対ネット）
●リリースについての連絡先
秘密保全法に反対する愛知の会 052-953-8052
「秘密保護法」廃止へ！ 実行委員会／角田 080-9408-0962

●

「秘密法に反対する全国ネットワーク」参加団体一覧（2014.1.23 現在）
全国 22 都道府県・32 団体が参加表明 名簿は「秘密保護法」
廃止へ！実行委員会 web に掲載

http://p.tl/uRMt

【北海道】「いらんしょ秘密保護法」呼びかけ隊
〒078-8329 北海道旭川市宮前通東 旭川市民活動交流センター内 旭川平和委員会気付
TEL090-8372-3286 peace_asahikawa@yahoo.co.jp http://peace-asahikawa.cocolog-nifty.com/blog/
【宮城県】ＳＴＯＰ！秘密保護法ネットワーク宮城
〒980-0803 仙台市青葉区国分町１丁目３番２０号 仙台中央法律事務所内 TEL022-227-2291
FAX022-227-2294 UIN22235@nifty.com
http://blogs.yahoo.co.jp/m_h_netwark/
【茨城県】秘密保護法の廃止を求めるネットワークいばらき
〒310-0062 水戸市大町３丁目１番２４号はばたきビル水戸翔合同法律事務所内 TEL 029-231-4555
FAX029-232-0043 himitu_iyayo_ibarakinet@yahoo.co.jp http://himitsu-iyayo-ibarakinet.jimdo.com/
【栃木県】秘密保護法いらない！ネットワークとちぎ
〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町 2918-1
TEL 028-662-2090 FAX 028-662-2091
shinf.tochigi@kch.biglobe.ne.jp
【千葉県】秘密保護法を廃止させる千葉の会
〒260-0044 千葉県千葉市中央区松波１丁目４－２－４０１（日本国民救援会県本部）
TEL 043-251-7351 FAX 043-251-4159 kyuen-chiba@kc4.so-net.ne.jp
【東京都】「秘密保護法」廃止へ！実行委員会
http://www.himituho.com/
＜呼びかけ５団体＞●新聞労連 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-17-17 井門本郷ビル６階
TEL03-5842-2201
jnpwu@mxk.mesh.ne.jp
●平和フォーラム 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-2-11 連合会館 1F
TEL03-5289-8222 FAX03-5289-8223
●5・3 憲法集会実行委員会 〒101-0061 東京都千代田区三崎町 2-21-6-301
許すな！憲法改悪・市民連絡会気付
（憲法会議 TEL03-3261-9007／許すな！憲法改悪・市民連絡会 TEL03-3221-4668）
●秘密法に反対する学者・研究者連絡会
article21ys@tbp.t-com.ne.jp
●秘密法反対ネット（盗聴法に反対する市民連絡会 TEL090-2669-4219／日本国民
救援会 TEL03-5842-5842）
【東京都】Stop! 秘密保護法 共同行動
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18 いろは本郷ビル 2 階
日本マスコミ文化情報労組会議（MIC）事務局
TEL03-3816-2988
FAX03-3816-2993
http://himituhan.exblog.jp/
【東京都】北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会
〒101-0051
千代田区神田神保町 3-2 サンライトビル 7F
FAX03-3264-2906
chyda-kr@dion.ne.jp
【東京都】秘密保護法を考える市民の会
〒162-0822 東京都新宿区下宮比町 3-12 明成ビル 302 号 3.11 市民プラザ内
TEL03-5225-7213
FAX03-5225-7214
himitsushimin@gmail.com
http://stophimitsu.cocolog-nifty.com/blog/ https://twitter.com/saiben6
【東京都】憲法骨抜き NO！ねりま
TEL090-8311-6678
kenpou_honenuki_no_nerima-owner@yahoogroups.jp
https://sites.google.com/site/kenponerima/
【神奈川県】秘密保護法廃止をめざす藤沢の会
info@fujisawa.boy.jp http://fujisawa.boy.jp/
【新潟県】特定秘密保護法の撤回を求める新潟県女性の会
〒950-2072 新潟市西区松美台 4-34-7
TEL 090-2484-4181 FAX 025-234-7202
http://blog.goo.ne.jp/s_kkgpj/e/df6c0882ddb006e94736518fdde48349
【富山県】特定秘密保護法を考える市民ネットワークとやま
considersecrecylaw@gmail.com http://considersecrecylaw.blog.fc2.com/

【長野県】ストップ秘密保護法-信州ＭＬ管理人会
〒394-0005 長野県岡谷市山下町 1-21-24-101 TEL090-4096-7065 FAX0266-75-1513
mouri-m@joy.ocn.ne.jp http://mouri-m.mo-blog.jp/blog/2013/11/post_f206.html
【長野県】秘密保護法やだネット長野
〒380-0813 長野市緑町 1455−1 ダイアパレス 1301 TEL026-232-1560
himitsuyadane@yahoo.co.jp
http://himitsuteppai.jimdo.com/ https://twitter.com/himitsuteppai
【岐阜県】ストップ秘密保護法飛騨地区連絡会
〒506-0205 高山市清見町夏厩 713-23 TEL&FAX 0577-67-3347 porepore@topaz.ocn.ne.jp
【静岡県】改憲阻止実行委員会静岡・秘密保護法廃止部会
〒420-0068 静岡市葵区田町３-５-６
TEL054-271-7302 piano.st.2013@ezweb.ne.jp
【愛知県】秘密保全法に反対する愛知の会
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-7-9 チサンマンション丸の内第 2 303
TEL052-953-8052
FAX052-953-8050 no_himitsu@yahoo.co.jp http://nohimityu.exblog.jp/
https://twitter.com/himitsu_control
【三重県】秘密保護法を考える四日市の会
no-yokkaichi@outlook.jp http://blog.goo.ne.jp/no-yokkaichi
【三重県】秘密保護法に反対する市民ネットワーク・三重
〒510-0082 四日市市中部９－３ TEL 090-2925-0138 FAX 059-352-4348 ikko4621@tcp-ip.or.jp
【三重県】『秘密保護法』に反対する鈴鹿市民の会
〒510-0263 鈴鹿市郡山町 2000-20 TEL 090-1292-5588 FAX 059-386-8561
himitu_iyayo_suzukasimin@yahoo.co.jp
【大阪府】秘密保護法廃止！ロックアクション
〒540-0038 大阪市中央区内淡路町 1-3-11-402 市民共同オフィス SORA
TEL06-7777-4935
FAX06-7777-4925 info@hattori-ryoichi.com
http://himitsulock.hatenablog.com/ https://twitter.com/himitsulock
【和歌山県】Stop！秘密保護法 わかやま共同行動
〒640-8343 和歌山市吉田１０２ 国労会館２階 TEL&FAX 073-425-9411 oribe@yylaw.jp
【兵庫県】秘密保護法に反対する三田市民の会
http://hokueisugaku.web.fc2.com/
【奈良県】秘密保護法の廃止をめざす奈良県連絡会
〒634-0078 橿原市八木町 1-8-15 ヤマトー八木店４階 奈良県民医連内
TEL 0744-21-3101 FAX 0744-21-3102 matsushita@nara-min.org
【鳥取県】特定秘密保護法に反対する鳥取県の会
〒684-0052
境港市麦垣町 12−1 TEL0859-45-3422 090−3379−1791 FAX0859-45-3422
hamada.shosaku@orchid.plala.or.jp
【広島県】秘密法廃止！広島ネットワーク
〒730-0805 広島市中区十日市町 1-5-5 坪地ビル 2 階
TEL/FAX 082-231-3005
hiro9@opal.plala.or.jp http://www.haisi-h.net/
【福岡県】「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
〒814-0033 福岡市早良区有田５丁目１７－７荒木事務所気付 TEL 090-3011-9375
FAX 092-862-8985 himitsuhodame@yahoo.co.jp http://himitsuhodame.blog.fc2.com/
【宮崎県】秘密保護法を考える市民の会
TEL 080-4698-0816 FAX 0985-51-0816 himitsuhou@gmail.com
https://www.facebook.com/himituhoumiyazaki
【全国】秘密保護法全国投票の会
TEL 090-6837-2425 z10hyo@yahoo.co.jp http://himith.exblog.jp/
【職業別】特定秘密保護法に反対する学生
〒611-0002 京都府宇治市木幡檜尾 20-103 TEL090-6373-3203
toshiharu1108@gmail.com
http://anti-secrecy-law-for-students.jimdo.com/
https://twitter.com/toshiharu1108
【職業別】民主主義の砦・図書館を育てる会
minodaakiko@yahoo.co.jp http://geocities.yahoo.co.jp/gl/minodaakiko

１４／１／２４（金）全国一斉行動予定

http://www.himituho.com/

（「秘密法に反対する全国ネットワーク」参加団体以外の主催も含む）
その他の予定は http://www57.atwiki.jp/demoinfo/
【北海道】1/24（金）教えて！良い安部さんっ～秘密保護法とわたしたちとの関係は？～（札幌）
日時 1/24(金)11:30～
会場 粋ラボラトリー 札幌市中央区南 1 条西 5 丁目豊川南一条ビル BF1
会費 １５００円（お弁当付） ＊ドリンク別途有り
御予約問い合わせ先 ： アーシャプロジェクト実行委員会（山田/平村） 0112198244
＊会場手狭のため各２５人限定となります。お早目のご連絡お待ちしております！
https://www.facebook.com/Project99.jp/posts/468954113209627
【宮城】１／２４（金） ２０１４年を秘密保護法廃止の年に！！新春総決起集会（仙台）
とき 1/24(金)18 時～
場所 仙台弁護士会館 4 階
http://senben.org/location
主催 STOP!秘密保護法ネットワーク宮城 http://blogs.yahoo.co.jp/m_h_netwark/18587665.html
【山形】1/24（金）街頭宣伝・署名活動（山形）
１月２４日(金)１２時１５分～４５分
場所 アズ七日町前で「秘密保護法廃止」の街頭宣伝・署名行動を行います。
主催 山形県革新懇
共催 秘密保護法撤廃山形県連絡会
https://twitter.com/omojiro5862/status/424087126116810752
【東京】1 月 24 日 8 時半～秘密法廃止へ！戦争阻止へ！座り込み＠衆院第２前
https://twitter.com/ryota1981/status/425331423709376513
http://www.kyoubouzai-hantai.org/news/koudou.htm
【東京】【秘密保護法と戦争準備に反対！民主主義を壊すな！アピール行動】（東京）
・日時：1 月 24 日（金）10:30～12:00
・場所：衆議院第二議員会館前
・主催：秘密保護法を考える市民の会
・問合せ：03-5225-7213（3.11 市民プラザ）、090-8116-7155（阪上）
http://stophimitsu.cocolog-nifty.com/blog/2014/01/post-875d.html
【東京】１／２４（金）国会大包囲＋院内集会（東京）
○「秘密保護法」廃止！1・24 国会大包囲
とき 1 月 24 日（金）12 時 30 分～14 時 ヒューマンチェーンは 13 時 30 分、14 時の二回
集合 参議院議員会館前 官邸前
主催 「秘密保護法」廃止へ！実行委員会
○院内集会 「秘密保護法」廃止へ！院内集会
とき 1 月 24 日（金）14 時 30 分～15 時 30 分
会場 参議院議員会館講堂
主催 「秘密保護法」廃止へ！実行委員会 http://www.himituho.com/
○「秘密法に反対する全国ネットワーク」発足記者会見
とき 1 月 24 日（金）15 時 30 分～
主催 「秘密保護法」廃止へ！実行委員会＋秘密保全法に反対する愛知の会
http://www.himituho.com/
【東京】１月２４日（金）”憲法違反の秘密保護法には従わないぞ！安倍倒せ”集会

場所：衆議院議員会館前 16 時 30 分ー17 時 30 分
主催 平和と民主主義をめざす全国交歓会
http://www.zenko-peace.com/
【東京】1 月 24 日(金)『特定秘密保護法廃止せよ！自由の無い国絶対反対！永田町大集会』
1 月 24 日(金)17 時半～21 時、衆議院第二議員会館前。
主催：火炎瓶テツと仲間たち
https://twitter.com/tetsu_molotov/status/418418683803746304
【東京】1/24（金）特定秘密保護法に反対する緊急街頭宣伝行動（東京）
日時 ２０１４年１月２４日（金）午後６時から午後７時
場所 ＪＲ有楽町駅東側中央口周辺
登壇者（予定） 佐野善房 日本弁護士連合会副会長
江藤洋一秘密保全法制対策本部本部長代行
主催 日本弁護士連合会
共催 東京弁護士会，第一東京弁護士会，第二東京弁護士会
【東京】１／２４（金） 首相官邸「裏」からの抗議行動
２０１４年１月２４日（金）１８時半～１９時半
http://2011shinsai.info/node/5003
【東京】１／２４（金）アムネスティ カフェ＆バー「特定秘密保護法」（東京）
日時 1 月 24 日（金）19:30～21:00
場所 アムネスティ日本 東京事務所
参加費 無料（コーヒーまたはワインを一杯サービス！）
※当日予約なしでご参加いただけますが、なるべく事前予約をお願いしております。
主催 アムネスティ日本 https://www.amnesty.or.jp/get-involved/event/2014/0124_4380.html
【神奈川】１／２４（金）秘密保護法撤廃駅頭宣伝（横須賀）
1/24（金）朝 6:30～7:30 浦賀駅
主催 横須賀市民九条の会
https://twitter.com/choi50230/status/416473654638026752
【山梨】１／２４（金）秘密保護法集会＋パレード（山梨）
１／２４（金）12 時半から甲府駅前信玄前広場で集会とパレード
弁護士会長､民主党、共産党､社民党があいさつ
https://twitter.com/tomoko_kogoshi/status/423780182978088960
【長野】国民の目・耳・口をふさぐ特定秘密保護法は廃止しよう 意見広告への賛同を呼びかけます！
掲載日 １月２４日（国会開会日）
掲載紙 信濃毎日新聞・１ページ全面（予定）
賛同金 個人１口１０００円・団体１口５０００円（いずれも何口でも可）
申し込み期間 ２０１３年１２月２１日－２０１４年１月１８日（厳守）
郵便口座 ００５２０－０－９４００８ ９条署名をすすめる会
意見広告
※名称等わかり易くご記入願います。 http://himitsuteppai.jimdo.com/署名-意見広告/
秘密保護法の廃止をめざす長野県連絡会
〒３８０－０８３８ 長野市旭町１０９８番地 長野県教育会館４階
連絡先 TEL 026-235-1321 FAX 026-235-5561
【岐阜】１／２４（金） 秘密保護法廃止を求める集会とデモ（岐阜）
日時：１月２４日（金） 18：30～

場所：岐阜市金公園
主催：フォーラム岐阜
【静岡】１／２４（金） 特定秘密保護法撤廃・浜松行動
１／２４（金）１７時半から１８時半
ＪＲ浜松駅前広場（遠鉄百貨店東側、まちなか公共区域）
行動の内容・マイクによる宣伝・チラシ配布、署名行動など
呼びかけ・・浜松市平和委員会、浜松革新懇、西部地区労連、新婦人浜松、浜松民商ほか
http://jcpseibu.hamazo.tv/e5081342.html
【愛知】１／２４（金）秘密法を廃止に！大デモ in 名古屋
１／２４（金）午後６時 集会開始
午後６時４５分 デモスタート
場所 エンゼル広場（名古屋市栄）
チラシ http://nagoya.ombudsman.jp/himitsu/140124.pdf
主催 秘密保全法に反対する愛知の会 http://nohimityu.exblog.jp/21408912/
共催 愛知県弁護士会
【愛知】１／２４（金） 東岡崎駅で宣伝集会
１／２４（金）午後５時半から
場所 東岡崎駅（北口）
https://twitter.com/m_sakosuzuk_i/status/425469110395236352
【三重】１／２４（金）第１４回ストリートミーティング＠桑名
テーマはＴＰＰ、秘密保護法など 飛び入り歓迎！一緒に話そう
場所：桑名駅東口
とき：１／２４（金）１９：３０～２１：００
主催：みえ医療福祉生協 有志
連絡先：久野浩司 kunokouji@gmail.com
https://twitter.com/kunokouji/status/421048817455071233
【三重】１／２４（金）街頭署名（鈴鹿）
１月２４日（金）午前１１時～
鈴鹿市内のショッピングセンター前で署名活動
主催：秘密保護法に反対する鈴鹿市民の会
【三重】１／２４（金）横断幕やノボリを持って、動物の着ぐるみも来てサイレントアピール（名張）
１／２４（金）PM3：30～4：30
国道 165 号線沿いの桔梗マクスバリュー前、165 号線沿い夏見交差点（百五銀行前）、リバーナ前（名張ジ
ャスコ）前でアピール、宣伝カーでアピール
主催：秘密保護法いらないねっト・名張（仮）
【京都】1/24 国会開会日直撃！秘密保護法反対 in 京都デモ
【なくせ秘密保護法下京昼休みデモ 第５弾】
1 月 24 日(金) 12:05 集合しんまち会館(京都市下京区新町通七条下ル)
12:15 デモ出発
主催 なくせ秘密保護法下京連絡会
https://twitter.com/KaneToruna/status/422247248534065152/photo/1
【京都】1/24 京都 異議あり！特定秘密保護法宣伝
1 月 24 日（金）12：00～13：00

京都市北区北野白梅町
車で通る人はクラクションを、バスに乗っている人は手を振って！
https://twitter.com/KaneToruna/status/425145471925886976
【大阪】１／２４（金）大阪弁護士会主催 昼休みデモ
１／２４（金）１１時半 大阪弁護士会館１階集合
１２時開始
主催 大阪弁護士会
集合場所 大阪弁護士会館 http://www.osakaben.or.jp/web/02_access/index.php
チラシ http://www.osakaben.or.jp/web/event/2014/140124.pdf
【大阪】１／２４（金）国会開会日に合わせ再度怒りを込めてパレード（大阪）
■1 月 24 日（金）PM6：30 集会開始 中之島・女性像前集合?
7 時 パレード出発（中之島・女性像前?西梅田公園）
https://twitter.com/Lock_Action/status/422911128688021504
http://blog.livedoor.jp/woodgate1313-sakaiappeal/archives/35626671.html
【大阪】１／２４（金）
【大阪・藤井寺】秘密保護法廃止宣伝
◎日時：1 月 24 日(金)18 時～19 時
◎場所：藤井寺駅 国会包囲行動に呼応して、藤井寺駅で「秘密保護法廃止宣伝」行ないます。
羽曳野、藤井寺革新懇。
https://twitter.com/jcphabikino/status/424821442312536064
【和歌山】１／２４（金）パレード（和歌山）
１／２４（金）１２時１５分～１２時４５分
コース 和歌山市役所前から京橋プロムナードまで
主催 Ｓｔｏｐ！秘密保護法わかやま共同行動
http://wacooplu.jp/2014/01/post-1843/
【広島】秘密保護法廃止！１・２４広島デモ
日時 1 月 24 日(金）午後 6 時～ 集会 午後 6 時 30 分～ デモ
場所 集会 原爆ドーム前 (元市民球場側）
デモ 原爆ドーム前―八丁堀・金座街―本通りー紙屋町―
原爆ドーム前
主催 秘密法廃止！広島ネットワーク http://www.haisi-h.net/
【福岡】１／２４（金）
「秘密保護法」廃止デモ（福岡）
１／２４日（金） 午後６時
警固公園 天神一周デモ
主催 「特定秘密保護法」を廃止する会・福岡
http://himitsuhodame.blog.fc2.com/blog-entry-3.html
【宮崎】秘密保護法を廃棄に！ １.２４宮崎集会
とき、ところ：１月２４日（金）山形屋前交差点周辺
１７：００～ （集会前の行動）
１８：３０～ （集会）
１９：００～ （デモ行進）（デパート前⇒宮崎県庁玄関広場）
内 容１．集会前の行動①「秘密法」の是非を訊くボール投票 ②「秘密法」の廃棄の衆参議長あての署名
活動 ③「秘密法」の廃棄を訴えるリレートーク ④会の運動への賛同人登録のお
願い ⑤会の運動への支援カンパのお願い
主催：秘密保護法を考える市民の会（宮崎）
https://www.facebook.com/himituhoumiyazaki?hc_location=timeline

２０１３年１２月３０日
各地の秘密法に反対するグループの皆さまへ

秘密法に反対する全国ネットワーク参加の呼び掛け
「秘密保護法」廃止へ！実行委員会
秘密保全法に反対する愛知の会
全国の皆さまの努力にもかかわらず、１２月６日、特定秘密保護法は強行採決によって成立
してしまいました。秘密保護法は 1 年以内に施行されることになっています。この悪法を廃止
するために、全国の人々が手を結び交流しながら運動に取り組むことが大切だと思います。
「『秘密保護法』廃止へ！実行委員会」は 11 月 21 日、12 月６日の日比谷野外音楽堂での大集
会や国会包囲を呼びかけた団体です。「秘密保全法に反対する愛知の会」は 2012 年４月に結成
され 100 回以上の学習会、月２回の街頭宣伝、デモなどを行ってきた団体です。今、各地に「反
対する会」が 40 以上あり、職業・分野別の「反対する会」も 20 を超えています。11 月 21 日に
は少なくとも 13 都道府県で、12 月６日には 26 都道府県で抗議行動が行われ、大々的に報道さ
れました。
これらの団体でノウハウの共有、情報交換、一斉行動などを行う全国ネットワークを作りま
せんか。
皆さまの賛同と協力を呼び掛けます。
■名簿作成
関心のある人が身近な団体に連絡を取れるように名簿を作り「『秘密保護法』廃止へ！実行
委員会」のＨＰ（ http://www.himituho.com/ ）で公開します。団体間のメーリングリストも作
成したいと考えています。
団体名、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、ホームページ、メールアドレス、その他（ツイッタ
ーなど）を、no_himitsu@yahoo.co.jp FAX 052-953-8050 にご連絡ください。
※秘密保護法に反対するために結成された団体に限らせていただきます。
■一斉行動
通常国会開会予定の１月 24 日（金）に「一斉行動」をしませんか。
東京では１２時半～１４時に「国会大包囲」が、名古屋では１８時から集会とデモが計画さ
れています。大阪では昼デモ、福岡では夜デモが計画されています。これらの計画を上記Ｈ
Ｐに掲載します。
◎「秘密保護法」廃止へ！実行委員会
http://www.himituho.com/
呼びかけ５団体
・新聞労連 03‐5842‐2201 jnpwu@mxk.mesh.ne.jp
・平和フォーラム 03-5289-8222
・5・3 憲法集会実行委員会（憲法会議 03-3261-9007／
許すな！憲法改悪・市民連絡会 03-3221-4668）
・秘密法に反対する学者・研究者連絡会 article21ys@tbp.t-com.ne.jp
・秘密法反対ネット （盗聴法に反対する市民連絡会 090-2669-4219／
日本国民救援会 03-5842-5842）
◎秘密保全法に反対する愛知の会
〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-7-9 チサンマンション丸の内第 2 303
全国市民オンブズマン連絡会議 内
TEL 052-953-8052 FAX 052-953-8050
no_himitsu@yahoo.co.jp http://nohimityu.exblog.jp/
https://twitter.com/himitsu_control

