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たんぽぽ舎
TEL 03-3238-9035
FAX 03-3238-0797
Mail:nonukes@tanpoposya.net
〒101-0061

東京都千代田区三崎町 2-6-2
ダイナミックビル５Ｆ

第 263 回
行動の日

原発廃止ひと筋 28 年・たんぽぽ舎は皆さんの会費とカンパで運営されています。会員になられる方歓迎！
（たんぽぽ舎の会費は 6 ヶ月 6000 円、月２回ニュース発送） 郵便振込 00180-1-403856（加入者名：たんぽぽ舎）

さようなら原発
さようなら戦争大集会
9 月 18 日(休日)代々木公園
１１：３０ブース開店
１５：００ デモ出発

１２：３０開会

渋谷コース：会場→渋谷駅前→明治通り→神宮通公園解散
原宿コース：会場→原宿駅→外苑前駅→明治公園周辺解散

たんぽぽ舎ブース出店（11:30 開店）
［４団体共同ブースです］
・再稼働阻止全国ネット・たんぽぽ舎
・福島原発事故緊急会議 ・鹿砦社

【ブース内でのご案内】
★10．15 関電包囲 ★10．21 高松集会の案内
☆抗議ハガキ
☆「NONUKES VOICE」9 月 15 日号販売
☆たんぽぽ舎新刊パンフ販売ほか

＊たんぽぽ舎は 11 時より集会参加者にチラシ配布を会場外(入り口付近)で行います。
チラシ配布にご協力願います。 ＊終了後のデモ、再稼働反対を一緒にコールしましょう

９月～１０月の学習会・デモ案内 参加歓迎（学習会は 4F スペースたんぽぽ）
９/９

上映会

(土)

講座№
483

９/11
(月)
９/15
(金)
９/15
(金)
９/16
(土)
９/19
(火)

長編ドキュメンタリー映画(110 分) 「いのちの岐路に立つ～核を抱きしめたニッポン国」
たんっぽ舎は
〔原村政樹監督、脚本・製作：矢間秀次郎、語り・中村敦夫〕
上映時間

２回目 18 時～(午後の部は定員になりました)

抗議
行動

原発をおしまいに！脱原発テントひろば７年目→９．１１経産省前へ！
18:00～20:30 場所:経産省本館前とその周辺 主催:経産省前テントひろば
発言:中嶌哲演/福島から/鎌田慧/落合恵子/島田恵/内藤光博ほか多数

抗議
行動

経産省抗議行動 「原発再稼働反対・テント撤去は許さない！」
場所：経産省正門前
主催:経産省前テントひろば 17:00～18:00

抗議
行動

再稼働反対！首相官邸前抗議 18:30～20:00
主催:首都圏反原発連合【９月２２日、２９日も実施】

14:00～17:00 800 円
学習会 山崎久隆さんの講座「先月、今月、来月の原発問題」
「本当に怖い…核のゴミ～放射性廃棄物の処理が大問題に」
講座№
485
～浜岡１,２号の解体廃棄物が出てくる～ 講師：山崎久隆さん(たんぽぽ舎)

抗議
行動

「戦争法強行採決から二年。戦争法の廃止と安倍内閣退陣を求める
9.19 国会正門前行動」

18:30～国会議事堂正門前

主催：総がかり行動

学習会 『朝鮮はなぜ「核・ミサイル」にこだわるのか』
「日本の侵略の過去清算と、朝鮮戦争終結・
講座№ 7・4「火星 14 号」試射の日に平壌で考えた。
(木)
495
米日との国交正常化求める朝鮮｣ 講師：浅野健一さん 19:00～21:00 800 円
たんぽぽ舎
新ＨＰアドレス http://www.tanpoposya.com/
Ourplanet-TV からの 「子ども甲状腺がん」情報
ホームページ
新着情報(９/４) (1)存在していた！福島医科大「甲状腺がんデータベース」
９/21

9 月～10 月の学習会・デモ案内 参加歓迎（学習会は４F スペースたんぽぽ）
９/23
(土‐休日)
９/25
(月)
９/30
(土)
９/30
(土)
10/1
(日)
10/４
(水)
10/４
(水)
10/５
(木)
10/7
(土)
10/15
(日)

10/21
(土)

学習会 第 25 回槌田ゼミ
講座№
484

講師:槌田敦さん

14:00～16:00

800 円

「日本の核武装疑惑～国際情勢と原発」

学習会 「脅かされている子供たちの生命・健康・未来～チェルノブイリから学ぶべきこと」
講座№
講師：白石草さん（OurPlaneｔ‐TV） 共催：脱ひばく実現ネット 19:00～21:00
800 円
494
追悼と
抗議

JCO 臨界事故 18 周年「追悼と抗議」10:00～11:00

経産省（別館）前

呼びかけ：たんぽぽ舎［JCO 事故:1999 年東海村で起きた被ばく事故］

学習会 「東電は責任をとれ」連続講座 26 回『原発事故・避難住宅無償提供打ち切り
』14:00～16:00・800 円
講座№ から６ヶ月改めて問う「避難者の人権」と「司法判断」
491

抗議
集会
抗議
行動
抗議
行動

最新動画と報告:西中誠一郎さん 報告と歌：YUKARI さん 主催：東電本店合同抗議

原子力空母（ロナルド・レーガン）
・母港化反対―集会とデモ(横須賀)
15：00～会場：ヴェルニー公園（京浜急行 汐入駅下車 3 分）集会後デモ
大飯原発再稼働やめろ！関西電力東京支社前行動
場所: 富国生命ビル前（地下鉄内幸町駅 A７出口すぐ）

17:30～18:15

【九州電力東京支社抗議は実施致しません】呼びかけ:再稼働阻止全国ネット

東電は原発事故の責任をとれ「第 49 回東電本店合同抗議」 18:30～19:45
呼びかけ:たんぽぽ舎/テントひろば

賛同:東電株主代表訴訟など 126 団体

学習会 ちょぼゼミ新シリーズ第 4 回 講師：棗一郎弁護士
18:30～21:00 800 円
講座№
労働法制抜本改革「働き方改革」のための法制はどうあるべきか (学生 400 円)
484
学習会 「東電は責任をとれ」連続講座 27 回『原発にふるさとを追われて』
講座№ 講師：小島 力（詩集：
『わが涙滂々』著者） 14:00～16:00 800 円
492
詩朗読：金子 あい（女優：フクシマを思うシリーズ主宰）
「大飯原発うごかすな！関電包囲全国集会」場所：関西電力本店前
全国 13:00～14:45 関電本店前(大阪市中之島) 御堂筋デモ 15:30～17:00
集会 主催：大飯原発うごかすな！実行委員会
呼びかけ：原子力発電に反対する福井県民会議／若狭の原発を考える会
「STOP！伊方原発 高松集会」～原発を止める。私たちは止まらない。
全国 伊方 3 号機「定期点検後の再稼働は許さない！」場所:JR 高松駅広場［13:00～15:00］
集会 ４団体共催:脱原発アクション in 香川/原発さよなら四国ネットワーク
グリーン市民ネットワーク高知/脱原発市民ネットワーク徳島［23 日は本店行動予定］

