
秋吉 弘文 （映像制作）
浅野 瑞枝 （フラワーデザイン）
荒木 穂積 （立命館大学教授）
飯村 保  （セザンヌ）
池上 惇 　　　　　 （京都大学名誉教授）
井坂 洋子 （戦争あかん！京都レッドアクション）
石井 詩都夫 （願う会 副会長）
石田 一紀 （元 京都女子大教授）
市 卓雄 　　　　　 （願う会 副会長）
伊香 義信 （トラック野郎）
井出川 泰子 （聞き書き作家）
伊藤 正子 （京大准教授 ベトナム研究者）
稲田 隆雄 （川柳）
乾 和広             （教師）
犬養 光博・素子 （牧師）
井上 けんじ （京都市会議員）
井上 奈緒美 
井上 理砂子 （大学講師；現代メディア論、映像文化論）
今村 フサコ （看護師）
入江 吉治・京子 （元 天の橋立ユースホステル）
岩井 深之 （社会福祉法人 寿楽会 施設長）
岩崎 雅信 （大西タイヤ）
上田 浩史 （株 ウエダ食品代表取締役）
宇佐見 芳弘 （元 ハノイ師範大学；ホーチミン分校教員）
宇野 弘二 （看護師）
江指 正夫 （（株）進工業 研究開発総括）
遠藤 カズエ （詩人）
遠藤 隆博 （囲碁棋士）
遠藤 宗男 （書店）
大西 和彦 （（株）大西タイヤ 社長）
沖増 修治 （老人介護）
尾崎 望　　　　　  （京都民医連 小児科医）
甲斐 佳晶 （俳人）
柏谷 靖子 （教員）
片浦 正和・雅子 （照明家）
上倉 庸敬 （大阪大学名誉教授）
川井 実・朝子 （森林ボランティア コナラ会 代表）
川岸 トシ子 
河副 英治 （元 京都労演会長）
河内 景子 （願う会 理事）
河原 正美 （願う会 初代事務局長）
河村 亮 　　　　　 （京都新聞文化部記者）
久保 晴彦 （元 大日本スクリーン労働組合委員長）
熊井 三治・鶴子 （鞍手クリニック院長）
熊井 元信・律 （教育）
熊谷 亨　　　　　  （セザンヌ）
倉田 正　　　　　  （元 吉祥院病院院長）
黒川 美富子 （文理閣 社長）
小西 淳子 （ヴァイオリン）
小西由紀 （願う会 会計）
阪本 健補 （願う会 事務局長）
佐々木 佳継 （京都労演会長）
四本木 宣昭 （願う会 発起人）
志村 宣子 （俳人）
下橋 邦彦 （教師 かけ込み寺主宰）
小豆島 正典 （日本ベトナム友好協会大阪府連事務局長）
新町 冴子 （臨床心理士）
菅井 滋円 （画家）
鈴木 元 　　　　　 （日本ベトナム友好協会 全国常任理事）
関戸 茂一 （教師）
大東 正美 （文士）
田井中 昭男 （キンカン常連）
高取 理喜恵 （プリア ヒーリングルーム）
竹内 和子 （元 大学名誉教授）

竹澤 大史　　　　　　　（和歌山大学講師）
武田 泰春　　　　　　　（京都華頂短期大学教授）
橘 真由美　　　　　　　（病院事務）
橘 光架里　　　　　　　（フロントスタッフ）
田中 一樹・美智子　　(美術家）
田中 智子　　　　　　　（佛教大学准教授）
塚田 洋子　　　　　　　（教師）
土屋 安見　　　　　　　（京都労演事務局長）
津止 正敏　　　　　　　（立命館大学教授）
常井 清　　　　　　　　 （教師）
坪山 きわ子　　　　　  （セザンヌ）
出渕 とき子　　　　　　 （山猫軒）
寺井 治夫　　　　　　  （教師）
寺田 悦二　　　　　　  （詩人）
寺西 正砂　　　　　　　（F・Cフチガミ医療福祉専門学校 専任教員）
寺西 加代美　　　　　 （主任保育士）
寺本 尚宏　　　　　　　（ギター）
とう てらお　　　　　　  （作家）
としおか たかお　　　 （映画監督）
富田 秀信　　　　　　　（国際ツーリストビューロー理事長）
中嶌 哲演　　　　　　　（明通寺住職）
中辻 正巳　　　　　　　（元 島津製作所）
中村 梧郎　　　　　　  （フォトジャーナリスト）
難波 永次　　　　　　　（劇作家）
西川 由起子　　　　　 （京都華頂大学教授）
西田 靖弘　　　　　　  （セザンヌ）
西山 誠一・好美　　　（セザンヌ）
長谷川 由起子　　　　（願う会）
端 啓一郎　　　　　　　（パーキンソン病友の会 京都支部会員）
浜崎 紀子　　　　　　　（セザンヌ）
早川 淳　　　　　　　　 （常盤会学園大学講師）
林 健一　　　　　　　　 （市 清掃）
林 万葉　　　　　　　　 （看護師専門学校生徒）
春木 香住　　　　　　　（セザンヌ）
平野 吉孝　　　　　　　（ビル管理）
広岡 正司　　　　　　　（デザイナー）
深谷 純一・秀子　　　（カキナーレ庵主）
ふくひろ・和代　　　　 （詩人）
藤井 克美　　　　　　　（日本福祉大学 名誉教授） 
藤井 伸生　　　　　　　（京都華頂大学教授）
藤川 孝満　　　　　　　（佛教大学教授）
藤本 貞子　　　　　　　（東山診療所 友の会 会長）
古川 康宏　　　　　　　（設備業）
細川 孝　　　　　　　　 （龍谷大学経営学部教員）
松井 正 　　　　　　　　（元 若狭文学会 代表）
松田 武夫　　　　　　　（不自由人）
松田 美智子　　　　　 （天理大学教授）
松谷 徳八　　　　　　　（龍谷大学準教授）
松原 美子　　　　　　　（千葉県鎌ケ谷市市議）
眞鍋 宗平　　　　　　　（元 大山崎町町長）
宮城 泰年　　　　　　　（聖護院門主）
宗川吉汪　　　　　　　 （日本科学者会議京都支部代表理事）
森下 樹 　　　　　　　　（消防官）
森田 千鶴子 　　　　　（セザンヌ）
安井 洌  　　 （京都森と緑を守る会）
矢野 宏 　　　　　　　　（新聞 うずみ火 代表）
八尋 きよこ 　　 （戦争あかん！京都レッドアクション）
山崎 吉廣・明美　　   (囲碁棋士)
山田 孝  　　 （願う会）
山本 道子 　　 （戦争あかん！京都レッドアクション）
山本 勇治   　　 （九条診療所 所長）
横田 雅恵 　　　　　　 （児童福祉）
吉尾 真里子 　　 （元 京都新聞文化部）
脇田 慶和 　　 （願う会 監査理事）

「その瞳の奥に輝く生命の奇跡」 公演賛同者様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（五十音順、敬称略）


