イラク攻撃反対のＦＡＸ、メールをおくろう！
国連安保理事国の大使館と国連代表部の連絡先

安保破棄大阪実行委員会調べ

（１）在東京の大使館または在阪の領事館連絡先
〇住所、電話、ファックス
〇電子メール（公開されているもののみ）〇大使館のホームページ（あるもののみ）
〇国家元首(代表）
（２） 在ニューヨークの国連代表部の連絡先
〇ファックス番号
〇電子メール 〇国連代表部のホームページ（あるもののみ）
（英文例） Your Excellencies, Members of the U.N. Security Council,
I would like to request you to exert every effort to prevent the US war on Iraq, and to resolve the problem
peacefully in the framework of the U.N., by insisting on more and tougher inspections, and refusing to support
any moves that would permit such a war.
NAME(
)
Osaka Committee Abrogation of the Japan‑U.S .Security Treaty Japan
（日本文例）
安全保障理事国各位
私は、あなた方がアメリカによるイラク戦争を回避し、問題を国連の枠組みで平和的に解決するために、査察の継続・強化
を主張し、戦争を容認するいかなる動きも許さず、あらゆる努力を尽くされるよう要請するものです。
（名前：
）（団体名：安保破棄大阪実行委員会）（国名：日本）

◆ギニア
（１）ギニア共和国大使館
〒150‑0035 東京都渋谷区鉢山町12‑9 Tel：03‑3770‑4640 Fax：03‑3770‑4643
ランサナ・コンテ大統領
（２）Fax:001‑1‑(212) 687‑8248
missionofguinea@aol.com
◆メキシコ
（１）メキシコ合衆国大使館
〒100‑0014 東京都千代田区永田町2丁目15‑1 Tel：03‑3581‑1131 Fax：03‑3581‑4058
kyamasaki@mexicoembassy.jp
http://www.sre.gob.mx/japon/
ビセンテ・フォックス・ケサーダ大統領
（２）Fax:001‑1‑ (212) 688‑8862
mexico@un.int
http://www.un.int/mexico/
◆パキスタン
（１）パキスタン・イスラム共和国大使館
〒106‑0046 港区元麻布2‑14‑9 Tel：03‑3454‑4861／4 Fax：03‑3457‑0341
バルヴェース・ムシャラフ大統領
（２）Fax:001‑1‑(212)744‑7348
Pakistan @un.int
http://www.un.int/pakistan/
◆スペイン
（１）スペイン国大使館
〒106‑0032 東京都港区六本木1丁目3‑29 Tel：03‑3583‑8531／2 Fax：03‑3582‑8627
ホセ・マリア・アスナール・ロペス首相
（２）Fax:001‑1‑(212)949‑7247
spain@un.int
http://www.spainun.org/index.cfm
◆シリア共和国
（１）シリア・アラブ共和国大使館
〒107‐0052 東京都港区赤坂6丁目19‑45 Tel：03‑3586‑8977 Fax：03‑3586‑8979
バッシール・アル・アサド大統領ｰ
（２）Fax: 001‑1‑(212) 983‑4439
syria@un.int
◆アンゴラ共和国
（１）アンゴラ共和国大使館
〒155‑0032 東京都世田谷区代沢2‑10‑24 Tel：03‑5430‑7879 Fax：03‑5712‑7481
ドズ・サントス大統領
（２）Fax:001‑1‑ (2l2) 861‑9295
ang‑un@angolamissionun.org
http://www.angolamissionun.org/Portuguese/MainPage.htm

◆ブルガリア共和国
（１）ブルガリア共和国大使館
〒151‑0053 東京都渋谷区代々木5丁目36‑3 Tel：03‑3465‑1021 Fax：03‑3050‑1031
ゲオルギ・バルウアノフ大統領
（２）Fax: 001‑1‑(212) 472‑9865
bulgaria@un.int
http://www.un.int/bulgaria/
◆カメルーン共和国
（１）カメルーン共和国大使館
〒154‑0003 東京都世田谷区野沢3丁目27‑16 Tel：03‑5430‑4985 Fax：03‑5430‑6489
ボール・ビヤ大統領
（２）Fax: 001‑1‑(212) 249‑0533
info@cameroonmission.org
http://www.cameroonmission.org/
◆チリ共和国
（１）チリ共和国大使館
〒105‑0014 東京都港区芝3丁目1‑14 Tel：03‑3452‑7561 Fax：03‑3452‑4457
リカルド・ラゴス・エスコバル大統領
（２）Fax: 001‑1‑(212) 832‑0236
chile@un.int
http://www.un.int/chile/indexenglish
◆フランス共和国
（１）フランス共和国領事館
〒540‑0001 大阪市中央区城見1‑2‑27 クリスタルタワー10F Tel：06‑4790‑1500 Fax:06‑4790‑1511
在京大使館 http://www.ambafrance‑jp.org
ジャック・シラク大統領
（２）Fax:001‑1‑(212) 421‑6889
france@un.int
http://www.un.int/france/sc2001/frame̲anglais/accueil/page̲accueil.htm

◆ドイツ
（１）ドイツ連邦共和国領事館
〒531‑0076 大阪市北区大淀中1‑1‑88‑8 梅田スカイビル東棟35F Tel：06‑6440‑5070 Fax：06‑6440‑5080
在京大使館 germtoky@ma.rosenet.ne.jp
http://www.germanembassy‑japan.org/japanisch/index̲.htm
ヨハネス・ラウ大統領
（２）Fax:001‑1‑ (212) 940‑0402
contact@germany‑un.org
http://www.germany‑un.org/
◆ロシア
（１）ロシア連邦共和国総領事館
〒560‑0005 豊中市西緑ヶ丘1‑2‑2 Tel：06‑6848‑3451 Fax：06‑6848‑3453
在京大使館 rosconsl@ma.kcom.ne.jp
http://www.embassy‑avenue.jp/russia/index‑j.htm
ウラジーミル・プーチン大統領
（２）Fax: 001‑1‑(212) 628‑0252
http://www.un.int/russia/prsdncsc/english
◆英国
（１）連合王国総領事館
〒541‑0059 大阪市中央区博労町3‑5‑1 エプソン大阪ビル19F Tel：06‑6120‑5600 Fax:06‑6281‑1731
在京大使館 http://www.uknow.or.jp/
トニーｰ・ブレア首相
（２）Fax: 001‑1‑(212) 745‑ 9316
uk@un.int
http://www.ukun.org/
◆アメリカ
（１）アメリカ合衆国総領事館
〒530‑0047 大阪市北区西天満2‑11‑5 Tel：06‑6315‑5900 Fax：06‑6315‑5999
在京大使館 http://usembassy.state.gov/tokyo/wwwhjmain.html
ジョージ・Ｗ・ブッシュ大統領
（２）Fax: 001‑1‑(212)‑415‑4053
usa@un.int
http://www.un.int/usa/
◆中国
（１）中華人民共和国総領事館
〒550‑0004 大阪市西区靭本町3‑9‑2 Tel：06‑6445‑9481 Fax：06‑6445‑9476
http://www.china‑embassy.or.jp/jap/index.html
胡錦濤国家主席
（２）Fax:001‑1‑(212) 634‑7626
chinamission̲un@fmprc.gov.cn
http://www.china‑un.org/eng/c5486.html

日本政府にも抗議･要請を集中しよう
（抗議･要請文例）
私は、日本政府が、アメリカのイラク攻撃を支持する立場を表明したことに、本当に失望しました。世界の多くの国が査察
の継続・強化で、平和的な解決に努力しているときに、戦争への道に協力する日本政府の態度には、憤りを禁じ得ません。ア
メリカ追従もいいかげんにして下さい。これまでの態度を撤回し、平和的解決に外交努力を尽くして下さい。
あて先
（団体名・氏名）
（送付先）
①小泉純一郎 内閣総理大臣
〒100‑0014 東京都千代田区永田町2―３―1首相官邸
℡：03‑3581‑0101 Fax：03‑3581‑3883
WEBサイト投稿ページ http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
②川口順子 外務大臣
〒105‑8519 東京都港区芝公園２−１１−１
℡：03‑3580‑3311 Fax：03‑6402‑2700
メール goiken@mofa.go.jp
WEBサイト投稿ページ http://www2.mofa.go.jp:8080/mofaj/mail/qa.html

