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宇都官 けんじ
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ネこま弁護士として、法律相まを受けるとき、]■にお国

わですか とお尋ねします.
いま、東京には国ることがたくさんあります =市鮮子

東京、集地移転、エネルギーF‐l題なとヽ 解決しなければな

らない課題が山着しています そのとllもへ 前知事の 強
ぃリーダニシッ九 =`し 合ヽヽを異札したトップダウンの

手法によってこじれてしまった問題で丸

かねてかられは、東京は大きなボテンシャルをもってい

るのだから、タロ事がきちんと働けιミ人びとの生活と社会の

ために、えきな貢蒟たができると考えてきました.ネ がつく

うたいの1ま、まさ(1メdtやさしい来劇 で,

東京は変えられます。詐かが変えるのではなく、名たち

の手で、変えらなるのです
     宇都官 けんじ

尋 原発のない社会ヘーー東京から脱原発を進めます。

●黙誰もが人らしく生きられるまち、東京をつくります。

報 子どもたちのための教育を再建します。

碁

・雛 憲法のいきる東京をめざします。

ヽヽこやまし、東京tつ くЪ多



宇都官けんじさんっで

ク げ ′ι
∬計栗絆護艶 合会会長 Omoai山

“●全国ヤミ金融対策会議代表幹事 ●オウム真理教犯罪被害者支援機構理事長

〈著書〉
。「消費者金融 ―実態と救済』皓 波新書)● 『13歳 から学ぶ日本の貧困一日本

をむしばむ・貧困 'が 60分で見えてくるJ(肯志社)など 著書 ・共編者書多数

〈被害者救済のために手がけたおもな事件〉
。豊‖商事事件 。地下鉄サリン事件 ●KKC事 件 ●オレンジ共済

〈テレビ出演〉
●プロフェッショナル仕事の流儀 第5回「仕事も人生もやり直せるJ(NHK総 合テレビ)
●福祉ネットワーク「この人と福祉を語ろう困っている人はみんなで助けようJ
(NHK教育テレビ)

〈その他)
0映画 『夜逃げ屋木舗J監 修 ●宮部みゆき 『火車「の弁護士モデル

宇都宮けんじさんは1946年12

月1日、愛媛県の小さな漁村に生

まれました。開拓農家として一

家で大分県に移り住んだの ま9

歳の頃。貧 しくても懸命にはた

らく父親の姿を見て、貧 しさか

ら脱出して親孝行したいと思い、

東京大学に入学しました。

大学では卓球部で汗をながす

一方、被差別部落を描いた 『わ

たしゃそれでも生きてきた』 (東

上高志)、産炭地児童の生活を記

録した 『小さな胸は燃えている』
(芝竹夫)という 2冊 の本から大き

な衝撃を受け、社会のためには

たらこうと弁護■を志しました。

二》

大学在籍中に司法試験に合格。

華々しい弁護士人生がはじまるが

と思いきや、法律事務所で居候し

てはたらく「イソ弁」生活は12年

FB5に。しかも 2度 も事務所をクビ

になりました。

その長い下積み生活のながで、

宇都宮さん まサラ金 ・ヤミ金の苛

酷な取り立てに苦しぬ人びとに出

会います。

弁護士としての宇都宮さんは、

常に弱きに寄り添しヽ ・強きに立ち

向がう姿勢で、被害者の救済に尽

力。国会に働きかけ、グレーゾー

ン金利を撤廃させる画期的な貸金

業法の改正も実現させました。

貧困と格差の問題が深刻化する

なが、宇都宮さんは 「反貧困ネッ

トワーク代表J「年越 し派遣村名

誉村長」として、誰もが人間らし

<生 きられる社会を実現すべく、

いまも挑みつづけています。
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落ちこぼれ弁華士、
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2010年、3万2000人の弁護■を

束ねる日弁連の会長選挙に、はじ

めて完全無派閥で立候補。若手弁

護士の支持を横断的に集め、再投

票まで行なわれる激戦の末に当選

を果たしました。

日弁連会長として人権擁護など

に尽力するながで起きたの/DR、東

日本人震災と原発事故でした。福

島をはじめとする被災者の支援に

先頭に立って取り組みました。

宇都宮さんは、会長を退いたあ

とも、生活や自然環境を一瞬にし

て破壊 してしまう原子カエネル

ギーからの一日も早い脱却を求め

つづけています。

メール   omce@utsunomiyakenjLcom
公式サイト http:〃www utsuno mりakeniCOm/
Facebook  httpプ/www facebook com/utsunom yaken"
Tw tter   httpsノ/twtter com/utsunomiyaken"

字都宮さんと東京を変える
loo万人サポーター

メールマガジンに登録しよう 1

各地のサポーター活動やサポー ト

の方法など、いろんな情報が手に

入ります。周りの人たちにも登録
しようと呼びかけよう !

登録は公式サイト・メールから 1



宇都宮けんじさんを応援したい!
癬 紗 藝 轡 癬 轡 醸 任〕濃じ

:畔  |

ロイメージカラー :′ヾステルグリーンと′〈ステルオレンジ

今からあなたも勝手連 !
ヽ
ヽ
ァ
／

ν

「私は宇都宮けんじさんを応援しています !」と、声をあげれば、あなたも立派な勝手連 !

友だちと一緒でも、たったひとりでも、勝手連はどんどんと応援の声をあげればOKです。

まずはできるだけたくさんの人に、宇都宮さんのことを知ってもらいましよう。

小さな声も集まれば、

きっと東京を変えられる |

いちばん大事なことは rロコミJ。 宇都宮さんの人柄、考え、なぜあなたが共感 したのか

ひとりでも多くの人に伝えてください。TVや マスコミに負けない勢いで、宇都宮プームを

一緒に作って行きましょう !ただし、選挙にはいるいるなルールがあるので気をつけて 1

-―一時期によってできることが違います―――――一――――一―――――一―――――――――
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[内部文書連絡]

理駆雪雇完鯉鴛:傷峰負1

勝手連で何ができるのL)

:鮎ざ讐≧麗慮絣 Iを 言|
勝手連として 一

投

開

票

日

カンフヾ協力 ※勝手連として集めること

期日前投票の呼びかけ

く―――――――期自前投票実施期間

辮 蕊魃ξ鼈|:
電 話 か け ×投票依頼をしてOK`

ポランテイアスタッフとして
証紙貼り 電話推卜け 宛名書き ビラ配布

ポスター貼り×公営掲示板は約2万力所!

政治上の目的をもつて行われるいつさいの活動から

選挙運動にわたる行為を除いたもの.

※「亭前運動」(立候補層出前にする選場墨動 こならないように|

※告示日前 鴎 受●ll)は 崚 菓してくださいJは 10

'私
は,OЭ さんを、応援 しています」

②特定の候補者の当運をはかることを目的に

い 票行為を勧めること.

「00選 挙ではO OЭ さんに21 盪願してください0」

勝手連ブレインストーミングのお知らせ 轡 0機 ロ

あれこれ話足りない方、アイデアを実有したい方 仲間がほしい方 etc

llノ18`日)18:00 鳥山区民センター 第7会議室 京=線 千歳鳥 II駅

11/22(N/260)18:30～ 中野動労福社会館会議室1

JR中 野駅南口下車徒歩4分  中野区中野21314 0333806946

キックオフ集会実行委員有志 09061273852● 長部)080‐380フ 9124に 崎

東京都選挙管理委員会 1選挙0&Aは 挙運動と政治活動  http′|… Senkyo metro tokyo」p/qa/qao3 html

:禁上されている選挙運動            東京都選挙管理委員会事務局 03-5320‐ 6911

0買収

0戸別訪間 :住居や会社 商店などを戸別に訪問してはいけません。

0あいさつを目的とする有料広告:時候、慶弔や激励などのあいきつを目的とする広告を有料で掲載.

0飲食物の提供:お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物、選挙運動員に渡す一定の数の弁当はOK。

O署名運転 選挙人に対し署名を集めてはい1/ません。

O気勢を張る行為:選挙運動のため人自を:こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

「怖轟ま0こ玉6満 ふヽ商 i~Weri16ンLIЪ面61蓋
魂 雪 IIII11Li‐9¨9■in■3`∠wyY墨fQ99"9彗■9mイリ



字都官 さん と東京を変える !1.

これからのアクション :

11月 28日 の告示日前日までに、サポーターズの皆さんにお願いがあります ♪

宇都官けんじさんとともに、「人にやさしい東京をつくる会」の政策の4つ の柱を知っていただくた

めの活動です。(なお、現在、さらに詳しい政策をつくっています。)

① 宇都宮けんじさんのツイッターをフォロー、フエイスブックの友達申請 いいね :ボタン、公式メ

ールマガジン 『東京チェンジ』を購読しよう :

② 周りの知人 ・友達にも、宇都宮けんじさんのツイッターをフォロー、フェイスブックに友達申請、

メルマガにメール登録をするようにお願いを広げよう l

③ 宇都宮けんじさんの人柄もわかる映像 「覚悟の瞬間」は、地域での小集会などで上映することがで

きます :制作会社からは DVDの頒布は禁上されていますが、ネット環境にあるパソコンとプロジェ

クターを接続し、サイ ト上の映像をスクリーンに投射することについては許可が出ています。(イン

ターネットの検索で 「宇都宮健児J「覚悟の瞬間」と検索すれば出てきます。)

④ みなさんの地域や職場、学校、サークルなどで、「宇都宮けんじさんとともに人にやさしい東京をつ

くる」グループ (名称はなんでもかまいません)を つくってください。特に、登録などは必要あり

ません。ほんとうに勝手につくっていただいてかまいません。

フェイスブックの公式サポーターズページで情報交換や交流もできます。

⑤ 宣伝用のリーフレットは、これからたくさん印刷しますので、地域や職場でお知り合いに配布して

ください。「人にやさしい東京をつくる会」事務所にご連絡いただければ、お送りするようにいたし

ます。

⑥ これからの活動に、たくさんのお金がかかります。たくさんの方々から寄付をお願いいたします。

振込口座は、現在、準備中です。

▼ご注意

告示日以前に、特定の候補予定者のへの投票呼びかけを訴える宣伝などは、公職選挙法に違反になり

ますので、判断に迷 うときは、「人にやさしい東京をつくる会Jに お問い合わせください。

大丈夫なのは以下のような表現です.

「○○ (私は～、会は～等)は 、4つ の柱の政策で活動しています」

「○○ (私は～、会は～等)は 、宇都宮けんじさんとともに東京を変えようと活動 しています」



東京を変えるキツク・ガ7集会

宇都宮けんじさんとともに

人 こヽやましにヽ東京を
2012年 11月 14日 (水〕

なかのZEROホ ール大ホール
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プログラム
45 映像 (覚悟の瞬間～宇都宮けんじさんのライフヒストリー)

:00 開会◆主催代表者よりご挨拶 (中 山武敏さん ・弁護士)

7:05 コメディ◆松元ヒロ (コメディアン)

7:15 宇都宮けんじさん◆思いを語る

雨宮処凛さんとのトーク(作家・社会運動家)

7:45 応援メッセージ panl

8:00休 憩

8:10 応援メッセージpart2

8:30 宇都宮けんじさんに質問

8:50 これからのアクション !

9:00 閉会挨拶

6:

7

半閉会後、地域別の出会いと交流の場をもうけます。

♪メルマガは公式サイ トから登録できます ♪
◆/AR式サイト  http:〃utsunomlyake可lcom
◆公式 Twtter  httpsy/twkter comノ utsunOmiyakenJi

:公愛電[::::I撃燎晋囀 瞥誌骰蹴撃ズ
http://www.facebook com/utsuken.supporters

◆公式ustream httpノ/www.ustream tv/user/utsunomiya_kenji■

主催・おP.3い合わせ先
人 に や さ し い 東 京 を つ く る 会
東京都中央区銀座●12 15CO銀 座612ビ′レF
東京市民法律事務所内
803‐ 3571‐6051 FAX 03‐3571‐9379


