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１２月１５日

〒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 277 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）

「東海第二原発」を廃炉に《学習会》12 月 20 日(水)

東海ｔとうとい

会場：スペースたんぽぽ 19 時～21 時 (800 円)
［JR 水道橋駅西口 5 分（たんぽぽ舎 4 階）
］

『危険な東海第二原発再稼働を許さない』‐演題１
講師：大石光伸さん
[東海第 2 原発運転差し止め訴訟原告団共同代表]

『原電の債務保証と引当金の問題点』‐演題２
講師：堀江鉄雄さん[東電株主代表訴訟原告団長]

１２月～１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）
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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
9 条変えるな！安倍政権の退陣を要求する国会議員会館前行動 18 時 30 分～
場所：衆議院第二議員会館前

主催：総がかり行動実行委員会

学習会 東京に一番近い原発「東海第二原発」の問題点・東電と原電の関係 19:00～21:00
講座№ 講師：堀江鉄雄さん(東電株主代表訴訟原告団長)「原電の債務保証と引当金の問題」
504
講師：大石光伸さん(原告団共同代表) 共催：再稼働阻止ネット/スペースたんぽぽ 800 円
「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
裁判 報告学習会(15:15)：｢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：衆議院第２議員会館
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
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再稼働反対！首相官邸前抗議【１２月２９日も実施 1 月 5 日から実施】

抗議
行動

再稼働反対！首相官邸前抗議【１月 12 日、１９日、２６日も実施】

たんぽぽ舎
ホームページ
新着情報(12/13)

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）

主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00
新ＨＰアドレス http://www.tanpoposya.com/
STOP 伊方原発！現地集会のご案内
「原発現地へ行く会」より 案内チラシ掲載

１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）
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戦争とめよう！安倍９条改憲ＮＯ！２０１８年新春のつどい
トーク：松尾貴史さん（俳優）講演：石川健治さん（憲法学者）入場無料
場所：北とぴあ・さくらホール（王子駅から徒歩約 1 分） 14：00～16：30
主催：安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション実行委／総がかり行動実行委
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大飯原発再稼働やめろ！関西電力東京支社前行動

抗議
行動

東電は原発事故の責任をとれ「第 52 回東電本店合同抗議」 18:30～19:30

抗議
行動

安倍 9 条改憲を許さない！安倍政権の退陣を要求する 1.19 国会議員会館前行動

抗議
行動
現地
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呼びかけ:再稼働阻止ネット

場所: 富国生命ビル前（地下鉄内幸町駅 A７出口すぐ）

呼びかけ:たんぽぽ舎/テントひろば

17:30～18:15

賛同:東電株主代表訴訟など１２８団体

主催：総がかり行動実行委／安倍９条改憲ＮＯ！全国市民アクション 18：30～

STOP！伊方原発 四国電力東京支社抗議～伊方現地行動に連帯する東京行動
場所:四電東京支社前［大手町フィナンシャルシティ グランキューブ前］ 13:00～14:00
四電東京支社は移転しています（地下鉄千代田線大手町駅 C１出口すぐ 丸の内線大手町駅 A１出口）

「STOP！伊方原発 現地集会」～原発を止める。私たちは止まらない。
1 月 20 日(土)13 時～15 時 道の駅きらら館前歩道（伊方原発近く）
1 月 21 日(日) 8 時～ 11 時 伊方原発ゲート前 [伊方町デモ 13 時～15 時]

学習会 「先月・今月・来月の原発問題」 講師：山崎久隆さん 14:00～17:00 800 円
講座№
原発問題の最新の情報をもとに分かりやすい解説をお話します。
505
学習会 「国民主権が隠す植民地主義～在日朝鮮人が見る日本国憲法」 19:00～21:00
講座№
講師：宋連玉(ｿﾝﾖﾝﾉｸ) さん [青山学院大名誉教授・文化センターアリラン館長] 800 円
50７
「オルタナティブな日本を目指して第 6 回」18:00～21:00
学習会 新チョボゼミ：
800 円(学生 400 円)
講座№ 「公正な税制実現とタックスヘイブン・パラダイス文書の衝撃」
503
講師；合田寛さん（公益財団法人政治経済研究所理事）

★ １２月７日(木)～１２月２１日(木) ≪第３６回たんぽぽ舎年末年始助け合い運動≫
山谷労働者に温かな物資(毛布・衣類・お米等)とカンパ(炊き出し実施)をお願いします。
注意―送られた荷物は点検整理の上、トラックで搬送します。21 日到着の締め切り日順守。
【物資送付先】 たんぽぽ舎 〒101-0061 東京都千代田区三崎町 2-6-2 ダイナミックビル５Ｆ
【山谷カンパ】 郵便振替００１８０－１－４０３８５６ 加入者名「たんぽぽ舎」（山谷カンパと明記）

☆「たんぽぽ舎」冬のカンパにご協力願います。
送付先：郵便振替００１８０－１－４０３８５６ 加入者名「たんぽぽ舎」

☆「たんぽぽ舎」年末年始のお休み
【１２月２９日(金)～１月８日(月-休日)】

たんぽぽ舎第 30 回「総会」2018 年 2 月 25 日(日)午後予定
名刺意見広告で新しい仲間とつながろう！

たんぽぽ舎 29 周年「名刺意見広告」募集開始
発行日：2018 年 2 月 25 日[サイズは 85×50 ミリ]
掲載料金：団体 4000 円

個人 2000 円

＊申し込み、問い合わせは「たんぽぽ舎」まで

名刺意見広告(例) 縦横自由
原発なくしたい
つなげよう！みんなの想い
たんぽぽ舎
千代田区三崎町２－６－２

