
NHK「JAPAN デビュー」に抗議する国民大行動
[平成 21年 7月 25日現在]

※ 記録用につき、各箇所のリンク切れについてはご容赦願います。

――――――――――――――――――――――――――――――

偏向した報道や番組を繰り返すＮＨＫに怒りの声を！！

全国草莽は「草莽崛起」して、五月十六日、東京・渋谷へ！！

全国草莽の力で、偏向マスメディア解体の正面戦へ！！

ＮＨＫ「JAPANデビュー」に抗議する国民大行動

※ 抗議デモには1,100名を超える人々が参加され、緑の風船とともにNHKを取り囲みました！６時間以上に亘る抗議活動の
模様は、5月 18日（月）放送の「桜プロジェクト」にてダイジェストでお送りします！ （5/16 追記）

平成 21年 5月 16日（土）

※ こちら からチラシをダウンロード出来ます！

【街頭宣伝】

12時 15分～13時 30分 JR「渋谷」駅ハチ公前
※ 柚原正敬、永山英樹、林建良、松浦芳子、水島総など各氏が登壇予定！

＊ 準備をお手伝いいただける方は、11時 30分にお越しください。

【リレートーク集会】

14時 00分～15時 30分 TS渋谷アジアビル 501
※ 関係者の発言と主張をリレートークで！

《 登壇予定（順不同・敬称略） 》

渡部昇一、小田村四郎、田久保忠衛、田母神俊雄、黄 文雄、中村 粲、佐藤 守、松島悠佐、柚原正敬、永山英樹、林 建

良、三輪和雄、西村幸祐、井上和彦、松浦芳子  その他 地方議員

＊ 会場が狭いため、ご入場いただけなかった場合は、続くデモ行進の出発地である宮下公園にて、緑の風船の準備（ガス注

入等）をお手伝いいただけますと幸いです。

《 会場までのアクセス 》

TS渋谷アジアビル 501 （東京都渋谷区神南 1-12-16アジアビル 5F）
※ 渋谷駅ハチ公口から徒歩6分。西武百貨店・マルイシティを左に見ながら山手線に沿って進み、神南郵便局前交差点を過
ぎて左手のビルになります。

【緑の風船 デモ行進】

15時 50分 宮下公園 集合

＊ 風船の準備（ガス注入等）をお手伝いいただける方は、13 時 30 分に集合願います。リレートーク集会へは ご参加いただけ
なくなってしまいますが、台湾のイメージカラーである緑色の風船を少しでも多くの参加者が手に行進出来るよう、ご協力をお願

いいたします！

16時 00分～16時 30分 準備・挨拶

※ リレートーク集会での登壇者（一部）も順次、駆けつけ、こちらでもご登壇いただく予定です！



16時 30分～17時 20分 デモ行進

※ 日本国民の怒りを人間の鎖で示し、NHKを包囲する抗議デモを行います！

【主催】

草莽全国地方議員の会、「NHK『JAPAN デビュー』」を考える国民の会、日本李登輝友の会、台湾研究フォーラム、在日台

湾同郷会、台湾団結連盟日本支部、メルマガ「台湾の声」、NHK 報道を考へる会、誇りある日本をつくる会、昭和史研究所、
日本世論の会、日本会議東京都本部、日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会、新しい歴史教科書をつくる会 東京

支部、新しい歴史教科書をつくる会 東京三多摩支部

【協賛報道】

日本文化チャンネル桜

國民新聞

【ご連絡先】

草莽全国地方議員の会  TEL/FAX 03-3311-7810
日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会  TEL 03-6419-3900

――――――――――――――――――――――――――――――

台湾・台北市 ※ 終了いたしました。

5月 16日（土） [台湾時間] 15時 30分～16時 30分
※ NHK台北支局 （テレビ局 TVBS ビル内） 前にて抗議活動を行います。在台日本人の参加も歓迎！

お問い合わせ ： TEL 0939-077-087 黄

――――――――――――――――――――――――――――――

青森県青森市 ※ 終了いたしました。

5月 16日（土） 14時 00分～17時 00分
※ 青森駅前の「アウガ」前集合の後、「アウガ」通り前 及び NHK青森放送局前 の 2 ヶ所にて街頭アピールします！

主催 ： 青森李登輝友の会

協力 ： 青森日台交流会

当日責任者 ： 中西、菊池

――――――――――――――――――――――――――――――

愛知県名古屋市 ※ 終了いたしました。

5月 16日（土）
12時 30分 若宮大通公園 「若宮広場」 集合

13時 00分 出発 ～ 14時 30分 解散

※ 詳細については、日本李登輝友の会 愛知県支部 サイト をご覧ください！

主催 ： NHKの反日偏向報道に抗議する実行委員会
実行委員長・統括責任者 ： 服部守孝

事務局長・当日現場責任者 ： 渡辺裕一

――――――――――――――――――――――――――――――



福岡県福岡市 ※ 終了いたしました。

5月 16日（土）
15時 00分 NHK福岡放送局前 集合
15時 00分～16時 00分 街頭活動

ご連絡先 ： TEL 090-8661-4987 福岡県大野城市議会議員・鵤 卓徳 [いかるが・たくのり]

――――――――――――――――――――――――――――――

大阪府大阪市 ※ 220名以上の参加を得て行われ、終了いたしました。

日時 ： 平成 21年 5月 23日（土） 15時 00分より （1時間～1時間半ほど）
場所 ： NHK大阪放送局前 （大阪警察本部側の歩道）
       ※ 地下鉄谷町線「谷町 4丁目」駅 9番出口 徒歩 5分
主催 ： きなの会 自由の翼

ご連絡先 ： TEL 080-3811-8631

――――――――――――――――――――――――――――――

東京 5・30 NHK「JAPANデビュー」に抗議する国民大行動・第２弾 ※ 5/20 追記

平成 21年 5月 30日（土） ※雨天決行

※ 抗議デモには前回と同じく、1,100 名もの参加者が集い、NHK をとり囲みながら、番組製作において捏造・歪曲を行った
NHK の「大罪」について、道行く人々にも訴えました。 その模様は、6 月 1 日（月）放送の「桜プロジェクト」にてダイジェストでお
送りします！

街宣・集合場所、デモ・コースの地図は こちら → ＰＤＦ版 / ＪＰＥG版
案内チラシは こちら

【街頭宣伝】

11時 00分～13時 30分 JR「渋谷」駅ハチ公前広場
永山英樹、松浦芳子、水島総、三輪和雄、柚原正敬 （以上 50音順） 各氏 ほか、文化人、地方議員数名が登壇予定。

【デモ行進】 ※ 内容と時間に変更が生じております（5/22追記）
13時 00分 代々木公園 けやき並木中央 集合

※ JR「原宿」駅（表参道口）、東京メトロ「明治神宮前」駅（1番出口）「代々木公園」駅（4番出口）より徒歩 5～10分。東京都
道 413号（表参道通り）からNHKホールへと通じる けやき並木をお進みください。

13時 00分～14時 30分 集会（準備・挨拶）

加瀬英明、クライン孝子、藤岡信勝、藤井厳喜、水島総、松浦芳子、西村幸祐、永山英樹、柚原正敬、井上和彦、大高未貴

ほか、文化人、地方議員多数登壇予定。

14時 30分～15時 30分 NHK包囲抗議デモ  →  代々木小公園 到着

※ 台湾のイメージカラーである 緑色の風船の準備（ガス注入等）をお手伝いいただける方は、11 時までに代々木公園 けやき
並木中央 へいらしてください。 少しでも多くの参加者に 緑の風船を手にしていただけるよう、ご協力をお願いいたします！ （風

船準備の時間と場所は変更になる可能性もあります。当ページにてお知らせいたしますので、ご確認くださいますよう、お願いい

たします）



【主催】

草莽全国地方議員の会、「NHK『JAPAN デビュー』を考える国民の会、日本李登輝友の会、台湾研究フォーラム、在日台湾
同郷会、台湾団結連盟日本支部、メルマガ「台湾の声」、NHK 報道を考へる会、誇りある日本をつくる会、昭和史研究所、日
本世論の会、日本会議東京都本部、日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会、新しい歴史教科書をつくる会 東京支

部・三多摩支部 ほか

【協賛報道】

日本文化チャンネル桜、國民新聞

【ご連絡先】

草莽全国地方議員の会  TEL/FAX 03-3311-7810
日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会  TEL 03-6419-3900

――――――――――――――――――――――――――――――

愛知県名古屋市 ※ 終了いたしました。

NHK抗議デモ in 名古屋

日時 ： 平成 21年 5月 30日（土） ※雨天決行
内容 ：

11時 00分～13時 00分 街宣、街頭署名  於・矢場町交差点若宮大通り周辺

13時 00分～13時 30分 スタッフによるデモの準備

13時 30分～14時 00分 集合、出発式

14時 00分～15時 00分頃 若宮公園を出発、デモ行進 （前回と同じコース）

※ 詳細は 日本李登輝友の会 愛知県支部 まで

――――――――――――――――――――――――――――――

大阪府大阪市 ※ 終了いたしました。

大阪 5・30 NHKジャパンデビュー抗議デモ行進

日時 ： 平成 21年 5月 30日（土）
集合場所 ： 西区靭[うつぼ]公園 東園
内容 ：

14時 00分 集会

14時 30分 デモ行進 出発 → NHK大阪放送局付近で解散
主催 ： 日台未来会

ご連絡先 ： TEL 080-3811-8631 （kina）
※ いかつい服装は不可。雨天中止になる場合があります。

――――――――――――――――――――――――――――――

北海道札幌市 ※ 終了いたしました。

NHK「JAPANデビュー」に抗議する国民大行動 in 札幌

日時 ： 平成 21年 6月 6日（土） ※ 雨天決行
集合場所 ： 大通公園 西 3丁目
内容 ：

14時 00分～14時 30分 街宣

14時 30分～15時 00分 緑の風船デモ行進 準備・挨拶



15時 00分～15時 40分 NHK抗議デモ行進 札幌市中心部をデモ行進しながらNHKに向かいます！
主催 ： マスコミの偏向報道を許さない道民の会

お問い合わせ ： TEL 090-9432-5273 （泉）、 TEL 090-1302-0103 （渡邊）
           MAIL izuizu@sapporo.email.ne.jp
※ 案内チラシは こちら

※ 高田純氏（札幌医科大学教授・日本シルクロード科学倶楽部会長）による、シルクロード偽装番組についての抗議声明が予

定されています。

――――――――――――――――――――――――――――――

街頭宣伝行動 in 渋谷 ※ 6/11 追記

※ 終了いたしました。

日時 ： 平成 21年 6月 13日（土） 13時 00分～15時 00分頃 予定
場所 ： JR「渋谷」駅ハチ公前広場
※ 準備等をお手伝いいただける方は、12時までに お越しいただけますと幸いです。

――――――――――――――――――――――――――――――

東京 6・20 NHK「JAPANデビュー」に抗議する国民大行動・第３弾 ※ 6/8 追記

平成 21年 6月 20日（土） ※雨天決行

※ 炎天下に 1,000名もの参加者を得て 終了いたしました。当日の模様は、6月 22日（月）放送の「桜プロジェクト」にてお送り
します！

※ こちら からチラシをダウンロード出来ます。 ※ 6/16 追記

【街頭宣伝】

11時 00分～13時 30分 JR「渋谷」駅ハチ公前広場

【デモ行進】

13時 00分 代々木公園 イベント広場 （NHKホール隣） 集合
※ JR「原宿」駅（表参道口）、東京メトロ「明治神宮前」駅（1番出口）「代々木公園」駅（4番出口）より徒歩 5～10分。東京都
道 413号（表参道通り）からNHKホールへと通じる けやき並木を進むと、NHKホールの手前、右手に広場があります。

13時 00分～14時 30分 集会（準備・挨拶）

14時 30分～15時 30分 NHK包囲抗議デモ  →  代々木小公園 到着

※ 台湾のイメージカラーである 緑色の風船の準備（ガス注入等） をお手伝いいただける方は、11 時までに代々木公園 イベ
ント広場 へいらしてください（9 時から作業を行う予定です）。 少しでも多くの参加者に 緑の風船を手にしていただけるよう、ご
協力をお願いいたします！なお、風船準備の時間と場所は変更になる可能性もあります。変更の場合は、当ページにてお知ら

せいたしますので、ご確認くださいますよう、お願いいたします。

※ 当日、担当者が NHK 集団訴訟の「訴訟委任状」用紙を持参する予定です。現地にてご記入・ご捺印いただける方は、必
ず印鑑をお持ちくださいますよう、お願いいたします。  ※ 6/16 追記

【主催】

草莽全国地方議員の会、「NHK『JAPAN デビュー』を考える国民の会、日本李登輝友の会、台湾研究フォーラム、在日台湾
同郷会、台湾団結連盟日本支部、メルマガ「台湾の声」、NHK 報道を考へる会、誇りある日本をつくる会、昭和史研究所、日
本世論の会、日本会議東京都本部、日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会、新しい歴史教科書をつくる会 東京支

部・三多摩支部 ほか



【協賛報道】

日本文化チャンネル桜、國民新聞

【ご連絡先】

草莽全国地方議員の会  TEL/FAX 03-3311-7810
日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会  TEL 03-6419-3900

――――――――――――――――――――――――――――――

大阪府大阪市 ※ 6/9 追記

NHK「JAPANデビュー」に抗議する国民大行動 in 大阪・第３弾

※ 終了いたしました。

日時 ： 平成 21年 6月 27日（土）
集合場所 ： 桃園公園 （地下鉄谷町線、長堀鶴見緑地線「谷町 6丁目」駅 4号出口 徒歩 1分）
内容 ： ※ 時間を修正いたしております（6/26）
14時 30分 集合

15時 15分 デモ行進 出発 → NHK大阪放送局付近で解散
公園より北に上がり長堀通りを西へ → 堺筋を北へ → 本町通りを東へ → 谷町筋を南下 → 中央大通りを東へ → NHK
大阪放送局付近

主催 ： 日台未来会

ご連絡先 ： TEL 080-3811-8631 （手嶋） kina  MAIL uighur_uighur_tm@yahoo.co.jp

――――――――――――――――――――――――――――――

NHK 「JAPANデビュー」 に抗議する国民大行動・第４弾 ※ 6/20 追記

6・27 全都一斉街頭宣伝活動

※ 500名余の参加を得て 終了いたしました。 当日の模様は、6月 29日（月）放送の「桜プロジェクト」にてご報告いたします。

平成 21年 6月 27日（土） ※ 雨天決行！

【街頭宣伝】

11時 00分～12時 30分 JR「渋谷」駅ハチ公前広場
水島 総、松浦芳子、三輪和雄、柚原正敬、永山英樹 各氏 ほか 文化人・地方議員 多数登壇予定！

【集会】

13時 00分～14時 00分 宮下公園  →  終了後、各地へ移動

【全都一斉街頭宣伝活動】

14時 00分～16時 00分 渋谷、新宿、新橋、銀座、上野、池袋

【主催】

草莽全国地方議員の会、「NHK『JAPAN デビュー』を考える国民の会、日本李登輝友の会、台湾研究フォーラム、在日台湾
同郷会、台湾団結連盟日本支部、メルマガ「台湾の声」、NHK 報道を考へる会、誇りある日本をつくる会、昭和史研究所、日
本世論の会、日本会議東京都本部、日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会、新しい歴史教科書をつくる会 東京支

部・三多摩支部 ほか

【協賛報道】

日本文化チャンネル桜、國民新聞



【ご連絡先】

草莽全国地方議員の会  TEL 03-3311-7810
日本文化チャンネル桜二千人委員会有志の会  TEL 03-6419-3900

――――――――――――――――――――――――――――――

愛知県名古屋市 ※ 6/11 追記

NHK「JAPANデビュー」に抗議する国民大行動 in 名古屋・第３弾

※ 終了いたしました。

日時 ： 平成 21年 6月 28日（日） ※ 雨天決行
内容 ：

12時 00分～13時 00分 街頭宣伝、署名活動  於・名古屋市中区矢場町交差点 若宮広場

13時 30分～14時 00分 参加者集合、出発式

14時 00分～15時 00分 抗議デモ （若宮広場→大津通→錦通→NHK名古屋放送センター）

※ 詳細は 日本李登輝友の会 愛知県支部 まで

※ 「一言トークリレー」に 水島総 が登壇いたします！ ※ 6/24 追記

――――――――――――――――――――――――――――――


