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宛先 市民活動家と市民とマスコミ

賛同者からのメッ
セージ

こんにちは！

「報道の自由」を守り抜く岸井成格氏（元TBSニュースキャスター）に応援のエール
を送ろう！！



コメント

名 場所 日付 コメント

YUMIKO YOSHIDA 千葉県, 日本 2016-08-07 政治圧力をかけられていると海外から日本へ来た特派員達が「報道に直接圧力
かけて来たのはかって北朝鮮だけだった」と抗議の声をあげていたのに、それ
すらも新聞は報道できす、日本人はその真実を知らない。報道に対する圧力に
一般市民が一斉に声を揃えてデモをして「報道の自由と言論の自由を奪うな！
」の声をあげないと、憲法改悪されてしまうとこの声さえあげられなくなる。
岸井さんを応援するだけではなく日本中でこの運動を今は統一しないと真実が
失われると思います。

岩瀬 昌之 日本 2016-08-07 政権批判は無論のことですが、自らへの自戒を込めて「マスメディアの問題」
を堂々と指摘されているお姿に敬服致しております。引き続いてのご活躍、お
祈り申し上げます。

木村 聡 日本 2016-08-07 必ず正義は勝と信じています。これからも日本のために踏ん張ってください。

月谷 小夜子 宮崎市, 日本 2016-08-07 これは勇気のあることです。
岸井さんに感謝します。

近藤 芳和 Edogawa-ku, 日本 2016-08-07 今の日本にとっては、岸井さんのようなジャーナリストが必要とされています
。大手マスコミを抱き込んでいる安倍自公政権は、明らかに国民を蔑ろにして
いる。憲法を無視している。そこにメスを入れている岸井さんを支持します。

田村 真弓 日本 2016-08-07 岸井さんの的確な取材と分析は、
特に安倍政権の横暴には立ち向かう市民にとって、重要です！！

太田敏一 太田敏一 日本 2016-08-07 この一年余り、安部政権の暴走ぶりは、戦後７０年築き上げられてきたこの国
の信用と品格を一気に吹き飛ばしてしまいました。海外の旧友達から心配の声
が届いてくるようになり、腹立たしさと悔しい気持ちが拭えなくなってきまし
た。
岸井さんのコメントからたくさん勉強させてもらっている一人です。
岸井さんが孤軍奮闘にならぬよう、自分なりにも声をあげてまいります！

磯畑智紀
イソハタトモキ

日本 2016-08-07 正義は必ず最後には勝ちますよ！
頑張って下さい❗

竹内 由紀子 日本 2016-08-07 報道の自由という重要なテーマについて、意見をはっきり述べてくださり、心
より感謝致します。

美濃部　 薫 Moriyama-shi, 日本 2016-08-07 私はほんとうのことが知りたい❗

伊藤 公子 日本 2016-08-07 ただただ、頑張ってください‼のひとことてす！

林田 勇治 日本 2016-08-07 声を上げ続けないと、どこまでも調子に乗って何でもできると思っています。
一つ一つの歯止めが必要です。

hosokawa hideo 日本 2016-08-07 気骨ある発言に敬意を表します。

服部 孝男 Ome, 日本 2016-08-07 頑張れ！

水戸野 孝宣 カラカス, ベネズエラ 2016-08-07 エールを送ります。

瓜生 達哉 日本 2016-08-07 民主主義とファシズムの闘いが起きるなんて異常です。その差別と弱肉強食、
思想、情報統制、国家権力の暴走に沈黙するメディア、立ち上がろうしない「
無関心な人々」に危機感と脅威を感じています。



名 場所 日付 コメント

山野 博覧 日本 2016-08-07 宜しくお願い致します。
今の、報道は報道ではない！と言っても過言では無いと思います。
福島、原発、参院選、都知事選、年金問題、どれを取っても偏った報道！
臭いものに蓋をした報道！
正しい者が辛い思いをする現状！
今、起こっている全ての正しい報道待ってます。
宜しくお願い致します。

品川 洋平 Kobe-shi, 日本 2016-08-07 日本にこんな悪辣な政党が生まれるとは思いませんでした、信じられない思い
ですが、これが現実ですね、どうか頑張って下さい。

Yoshito Hanatani フランス 2016-08-07 「政治的中立性を維持していない放送を停止することが出来る」こんなことを
議会で決めた？あほじゃないの。

中嶋 司 日本 2016-08-07 いつもテレビで拝見していて、お人柄にほれぼれしています。
報道の自由を守るため、ご活躍されてくださいませ。

八木 和美 兵庫県, 日本 2016-08-07 岸井さん、応援しています。
視聴者に真実の報道をこれからもお願いします。

加藤 正信 Kyoto-shi, 日本 2016-08-07 ファンです！

Sato Suzuko 日本 2016-08-07 信念貫ぬいて下さい。応援します。

宮崎 弘徳 日本 2016-08-07 金銭的利益追求を至上命題とする「資本主義」と、個の尊厳を源として自由・
平等・人権を旨とする「民主主義」は、本来は矛盾するシステムだが、その矛
盾が両立していた「奇跡の時代」が今、終わろうとしている。安倍政権の狙い
も、軍需産業の拡大など、支配層による利益の独占であることはいうを俟たな
い。ここで知恵を絞らなければ、人類史上最悪の「暗黒時代」を迎えるだろう
。

白川 晃士 Cairns, 日本 2016-08-07 本物のジャーナリストと思う。

吉田 明弘 日本 2016-08-07 何をおいても、報道の自由か先決課題と思います。
情報操作を許してしまえば、選挙もマトモでは無くなってしまいます。その影
響は、教育の現場にも現れ始めています。
何をおいても、報道の自由、言論の自由を取り戻しましょう。

田尻 久美子 日本 2016-08-08 岸井さん　ありがとうございます!応援しています！

三善 出 Hachioji, 日本 2016-08-08 お願い致します！

吉川 秀一 練馬区, 日本 2016-08-08 報道の自由を守り続けましょう！

大和 峰子 日本 2016-08-08 一国民としても戦いたい。力もなく戦い方もわからないが反目することから始
めてる。

瀧 政司 日本 2016-08-08 岸井さn、ジャーナリストとして最後まで闘いましょう❗

水町 淳 日本 2016-08-08 言うべきことを言うジャーナリストを生かさねばならない。

中内 幸子 日本 2016-08-08 報道の自由、言論の自由、なんとしても守らねばなりません。

品川　 敏彦 日本 2016-08-08 安倍さんなんかに負けないで頑張りましょう！

Miura Yumi 日本 2016-08-08 岸井さん、数少ないハッキリと発言されるジャーナリストの一人ですね。お出
になる番組を何時も楽しみにしております。
応援しています。

上田 雄二 日本 2016-08-08 市民と一緒に報道の自由を守ろう！
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横山 昌明 日本 2016-08-08 わたしは、岸井さんの過去の発言に必ずしも賛同してきませんでした。しかし
、そのことと報道の自由を守ることとは別です。さまざまな報道の中から、自
分の責任において事実と思うものを選択してゆくこと。その自由のない社会は
、破局に向かうしかないでしょう。日本を破局に向かわせてはなりません。

馬場 敏明 日本 2016-08-08 頑張って欲しいです。

長 典子 日本 2016-08-08 岸井さん、頑張って下さい！
賛同いたしました。

下河 圭子 Chikushino-shi, 日本 2016-08-08 安倍政権が目論む『言論・表現の自由』を破壊し改憲を目指す輩達を叩きのめ
して下さい！

龍野 隆二 日本 2016-08-08 報道の自由を守っていきましょう

清木（せいき） 和義 Hofu-shi, 日本 2016-08-08 支障のない限りはいるも、ニュース２３は視ておりました。岸井さん出演なき
あとサンデーモーニングはいつも楽しく視聴しています。報道の自由を奪われ
てはなりません。いっそうの頑張りを期待しています。

Suzuki Yuuji 日本 2016-08-08 同意します。

百本　 恵子 Kurashiki-shi, 日本 2016-08-08 報道・言論の自由が制限や抑圧されることのないよう毅然と立ち向かう岸井さ
んを応援します。もっと仲間が増えることを願っています。

オノ フミヨ 日本 2016-08-08 いつもわかりやすいお話と納得できるお話
なぜ岸井さんのお話が上の人たちに届かないのかわかりません。わたし達がも
っと発信しなければと思ってます！応援してます！

水口 光利 日本 2016-08-09 「報道の自由」を守り抜く岸井成格氏賛同します。

湯澤 知子 日本 2016-08-09 安倍さんの間違いだらけの政策で、戦争をしたい国になりつつある。
報道の自由を圧力で奪い、自分勝手な戦争国にしようとしている。
政府議員には全てに駆け引きには裏がある❗
指図する、日本会議の裏集団に政府支配されている。陰湿な極秘な情報をきち
んと、報道する事が大事な必死な国民への説明が急務なのか？と思います、選
挙にお金がかかるのに、議員になってしまえば、私腹肥やすだけ、選ばれたか
らと何でも好きに行って良いはずはない！
正しく国民に伝えてくれる
ジャーナリズム、報道が必要です❗し

粥川 ひろみ Nisshin-shi, 日本 2016-08-09 岸井さんの言葉にはいつも、深い知識と見識と思慮があって、とても参考にな
ります。
国民の知る権利を守ってください。頑張ってください。応援しています‼️

村岡 利幸 日本 2016-08-09 労働問題分野の、日本労働ペンクラブ会員です。
ICTにまで発展したインターネットは、最初、「自由と発展」の道具の筈だっ
た。それが、何時の間にやら、他人の監視と行為誘導の道具に使われている。
ソーシャルメディアでは「自由の拡大」を広げるばかりだった筈が、相互監視
と支配者権力の監視に使われている。そう、自由と民主主義を望んでも、暴露
されたNSA（アメリカ国家安全保障局）の実態からすれば、PCやスマホを通し
て個人データは企業と政府機関の間を往来するようになった。マイナンバーや
スマホでの個人情報を追跡集積することで、内心の自由（内心で考えてること
を言わなくてもよい権利）は脅かされ、結果化データで貴方への誤解や偏見が
はびこり、人間の尊厳は脅かされる。（「表現の自由」の原型は「内心の自由
」である）
そういった視点からも、報道や報道機関の自由は大切と思います。

藍谷 理恵子 日本 2016-08-09 頑張ってください

横山 愛 浦安市, 日本 2016-08-09 岸井さんを応援します！
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瀬藤 久美子 日本 2016-08-09 岸井成格さんのようなニュースキャスターで溢れる日本を願っています。これ
からも、ﾌﾞﾚずに発信し続けて下さる岸井さんを応援しています。

井塚 憲男 日本 2016-08-10 岸井さん応援しています。
頑張ってください。

三枝 三七子 白馬村, 日本 2016-08-10 賛同します！

タイラ ユリエ 日本 2016-08-10 沖縄の高江で著しい自然と人権を踏みにじる行為をする現政権。

なんら説明や法的根拠も不十分な民主主義の根幹から侵される事態を全国で知
っている人がどれだけいるだろう。

報道とは誰かの都合によって「発信する・しない・加工・修正・誘導」される
べきものではなく、
権力・弱者・理不尽・不正・事件等に正面から向き合い、己の良心と信念から
世間に訴えるものだ。

権力に馴れ合い、自己保身するような報道など必要ない。

筑紫さん亡き今、岸井さん、どうか負けないでください。応援します。

Kawaguchi Ryoichi 日本 2016-08-13 岸井成格さん、愛してます。

川崎 重美 日本 2016-08-13 最近、ニュースも新聞も信用出来ません。
前のように信じられる報道をしてください。

原沢 仁美 日本 2016-08-14 報道の自由を守ってください！！

野澤 啓 日本 2016-08-16 応援しています.
健全な民主主義のためには各種メディアの自由な報道が必要不可欠だと思いま
す.

土橋 涼子 日本 2016-08-19 知る権利報道の自由情報の自由を守る岸井成格さんを応援してます。秘密保護
法廃止放送法廃止で自由に情報が得られる社会に

悟 山下　 愛媛県, 日本 2016-08-21 報道の自由を

小酒 匠未 Komatsu-shi, 日本 2016-08-21 報道って、事実を伝えるモンじゃないの？
今の報道、どう見ても、現政権のプロパガンダ報道で、信用ならないね。
芸能人ネタやら、スポーツネタやらで誤魔化してないで、我々の生活に必要な
事を伝えるのが、マスコミの役目。
何、安倍の太鼓持ちしてんの？

峯岸 由紀 日本 2016-08-21 昨今のメディアの萎縮に恐ろしさを感じています。我が身の無力が情けなく、
せめて心の底から岸井さんを応援致しています。

佐藤1 明吉 日本 2016-08-22 数少ない良識人です。是非頑張ってほしい。マスコミを丸ごと権力に売り渡し
てはなりません。

谷口 実 日本 2016-08-22 ほんとうの、ホンモノのジャーナリスト。頑張れ❗

Kawano Yoshitaka 日本 2016-08-23 トークセッションも予定されているんだ。もうワクワクだ…
昨年来からの勇気ある発言、毎日新聞主筆時代に感じた物足りなさは今は微塵
もない。
若い人間にエールを与え続けてくれている岸井さんに是非ともエールを送ると
ともに武野武治さんをも超える最年長現役ジャーナリストとなって頂きたいと
言うのは我儘だけど、私たちも楽しみだ。

岡田 信也 Shozu-gun, 日本 2016-08-23 共に闘います。

千葉 勇 日本 2016-08-23 もちろん応援します‼︎
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上嶋 明彦 日本 2016-08-23 言論の自由を守り抜こう！

矢島 洋子 日本 2016-08-24 応援します

渡邉 賢一 日本 2016-08-24 報道の自由を守り、国民の知る権利が奪われないよう、ともに頑張りましょう
‼︎

Yamada Takahiro Tokyo, 日本 2016-08-24 今、日本の教育では、問題解決能力(いわゆる人間力であり、世界標準の「学
力」)の育成に力を入れています。つまり、Why?
Becauseを基盤としたCritical Thinkingの育成です。Critical
Thinkingができない人間は、思考停止状態。まさに、Journalismの原点でもあ
ります。この、民主主義に基づいたCritical
Thinkingを否定する安倍内閣は、日本の学校教育を否定するという、Contradi
ction(矛盾)を起こしています。教育上全く間違ったことを行っています。早
く辞めてもらわなければなりません。岸井さんには、真のJournalismを死守す
べく、頑張ってもらいたいと思っています。

鈴木 利和 日本 2016-08-25 岸井さんを応援します。不甲斐ない日本のマスメディアに呆れます。

田中 克比古 アンパン市チェンパカ町
チエンパカ通アクシスレ
ジデンスW22-02,
マレーシア

2016-08-26 岸井さん、頑張って下さい。

斉藤 貞二 Hachioji, 日本 2016-08-28 報道の自由を守りましょう、応援しています。（大阪まではいけませんが）

松山 龍亮 マツヤマ
タツアキ

日本 2016-08-31 収奪！反対！！

山田 敏正 大阪府, 日本 2016-09-15 「9.13岸井成格講演会:大阪大学」は大成功でした。「言論・報道の自由」の
危機をメディア、市民の連帯で乗り越えよう。

平安山 英盛 日本 2016-09-28 賛同します。このままでは日本の民主主義が死んでしまいます。沖縄では彼ら
はやりたい放題のことをやっていますよ！


