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１１月２４日

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 274 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）

原発現地、２つの全国集会に参加しよう！
参加者募集中 交通費補助あり
【申込み：fax ０３－３２３８－０７９７】
記載事項：集会名、 氏名、連絡先、住所

☆大飯原発うごかすな！おおい現地全国集会
１２月３日（日）１３時～

☆STOP 伊方原発！高松集会
１２月１０日（日）１３時～

１１月～１２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）
11/25
(土)
11/26
(日)
11/30
(木)
1２/１
(金)
1２/１
(金)
１２/２(土)
～３(日)

学習会 「先月・今月・来月の原発問題」 講師：山崎久隆さん(たんぽぽ舎副代表)
講座№
「柏崎刈羽原発の問題点～再稼働などとんでもない」14:00～17:00 800 円
489
800 円
学習会 第 27 回槌田ゼミ 講師:槌田敦さん 14:00～16:00
「民間規制委員会からの勧告に対する東電からの回答について」（後編）
講座№
499
～東電の回答に対する対策と方針（2）～
原発なくせ！再稼働反対！20m ㏜なんてとんでもない 「全労協脱原発労働者集会」
労働者
会場：全水道会館(JR 水道橋駅)報告：JR･郵政･清掃･自治体等からの現場報告
集会
特別報告：狩野光昭さん（フクシマ原発労働者相談センター代表・いわき市議) 18:30～20:30

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！」 ９．１１不当逮捕糾弾
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【１２月８日、１５日、２２日、２９日も実施】
主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00

（29 日は官邸前１カ所で実施）

全国 再稼働阻止全国ネットワーク「全国相談会」in おおい 主催:再稼働阻止全国ネット
相談会 12/2(土)13 時～12/3(日)11 時 30 分 会場：あみーシャン大飯（福井県おおい町）

12.3 大飯原発うごかすな！現地集会・町内デモ 主催:大飯原発うごかすな！実行委
場所:おおい町総合町民センター（おおい町役場横）、１３：００～１５：００
呼びかけ：ふるさとを守る高浜・おおいの会＆若狭の原発を考える会
(日)
＆原子力発電に反対する福井県民会議 集会後デモ 終了は 16 時 30 分頃
１２/４ 学習会 ｢高校授業料無償化｣からの朝鮮学校排除～この国家による差別扇動に抗し
18:30～20:30 800 円
講座№ 高校生は立ち上がった、その闘いとは？
(月)
500
お話：中村一成(ｲﾙｿﾝ)さん(フリージャーナリスト)
(開場:18 時)
たんぽぽ舎
＊東電グループの訴訟トラブル判明！背景に天下り先優遇の企業体質
ホームページ
「スマートメーター」をめぐり、東京電力の子会社と工事業者との間でトラブル
新着情報(11/21)
１２/３

全国
集会

１２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）
1２/６
(水)
1２/６
(水)
12/10
(日)
12/12
(火)
12/13
(水)
12/14
(木)
12/15
(金)
12/16
(土)
12/21
(木)

抗議
行動
抗議
行動
全国
集会

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 51 回東電本店合同抗議」 18:30～19:30
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１２８団体

伊方 3 号機「定期点検後の再稼働は許さない！」「STOP！伊方原発 高松集会」
場所:JR 高松駅広場［13:00～15:00］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(愛媛)/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

学習会 「神戸製鋼所の不正問題と原発の安全性？」
19:00～21:00 800 円
講座№
講師：後藤政志さん
(元原発技術者・市民と科学者を結ぶ
NPO 法人 APAST 理事長)
501
裁判

民をだまし大地と海を汚した東京電力と政府の責任を問う「井戸川裁判」
［福島被ばく訴訟］第 9 回口頭弁論 東京地裁 103 号法廷 10:00 開廷

「オルタナティブな日本を目指して」18:30～21:00
学習会 第 6 回新チョボゼミ：
講座№ 「広告代理店・電通とオリンピック、そして憲法改正国民投票」 800 円(学生 400 円)
497
講師；本間龍さん（元博報堂社員・現在は著述業）

裁判
フェ
スタ
裁判

「福島原発被ばく労災損害賠償裁判（あらかぶさん裁判）第 5 回 口頭弁論」
東京地裁 103 号法廷 14:00 開廷 地裁前アピール 13 時より 報告会：衆議院第一 15 時
レイバーフェスタ 2017 会場:田町交通ビル６F［JR 田町駅(芝浦口)徒歩 3 分］
一般当日 1700 円(予約 1500 円)失業者・障碍者 1000 円学生・20 歳以下無料
9:30 開場 10 時上映開始 16:30 終了予定 問合せ:03-3530-8588
「東電株主代表訴訟 第 37 回口頭弁論」 東京地裁 103 号法廷 13:30 開廷
報告会(14:30)：｢福島第一の今と東電問題、どんな問題が何処にある？｣
講師：山崎久隆さん(原告・たんぽぽ舎) 会場：議員会館予定(詳細は後日)
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広瀬隆 白熱授業
『日本列島の全原発が危ない！』
緊急出版～

今年 4 月に開催した広瀬隆さんの講演会をそのまま再現し、
さらに貴重な書き下ろしを加えた増刊本が 11 月 20 日に発売。
広瀬さんが渾身の力を振り絞って加筆した本書は、170 ものカラー図版と
表によって、全原発の危険性を徹底的に語り尽くした、
保存版の資料に もなる 1 冊です。定価：2322 円〈定期購読者 2000 円〉
第一部：超巨大活断層「中央構造線」が動き出した！
第二部：住民は避難できるか
第三部：使用済み核燃料と再処理工場が抱える「世界消滅の危険性」
日本には原発だけでなく東海村と六ヶ所村に再処
理工場があることを忘れるな／高レベル廃液が爆
発すると日本全土が消える／危機的状態にある使
用済み核燃料プール
【さようなら原発電気―広瀬隆講演録￥400 円】
たんぽぽ舎パンフレットもご活用願います。

発行：デイズジャパン

