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〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町
2-6-2 ダイナミックビル５Ｆ

第２８１回
行動の日

原発廃止ひと筋 29 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）

2018 年

３．１１（日）は

１３時３０分開始（終了予定１５時）

東電前抗議にご参加下さい
「第 54 回東電本店合同抗議」
よびかけ：経産省前テントひろば
たんぽぽ舎

明日へ、
被ばくのない
未来を！

賛同：東電株主代表訴訟
など１２８団体

昨年の３．１１では、東電前に５５０名の市民が集まり抗議の声をあげた

１月～３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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1/27
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抗議
行動
現地
集会

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
裁判

「福島原発刑事訴訟第 2 回公判」 10 時開廷 東京地裁
傍聴整理券交付時間[8：20 頃～9：00]
福島原発刑事訴訟支援団
第三回公判期日 2 月 8 日(木)10 時／第四回公判期日 2 月 28 日(水)10 時

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【２月２日、９日、１６日、２３日も実施】

集会

主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00

国・東京電力の加害責任を断罪し、新たな原発被害救済の枠組みを作る
「全国総決起集会」 会場：文京区民センター 14：00～16：00
主催：原発被害者訴訟原告団全国連絡会 13 時～支援ネットワーク設立総会

1 月～３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）
1/29
(月)

「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）
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抗議
行動

東電は原発事故の責任をとれ「第 53 回東電本店合同抗議」 18:30～19:30

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）
17:30～18:15

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

沖縄・大浦湾に軍事基地は造れない！土木技師が語る〝辺野古埋立工事の今“
講演：奥間政則さん［沖縄一坪反戦地主会関東ブロック総会記念講演］
15：00～(資料代 500 円－どなたでも参加できます)会場：スペースたんぽぽ

学習会 新ちょぼゼミ第８回 「日本外交のあり方－新しい日本外交を切り拓く」
講座№
講師：猿田佐世さん（新外交イニシアティブ代表） 18:00～21:00 800 円
506
裁判

(木)

(日)

大飯原発再稼働やめろ！関西電力東京支社行動

講演
（総会）

２/22

２/25

抗議
行動

福島原発被ばく労災あらかぶさん裁判 第 6 回口頭弁論 14：00 開廷(103 法廷)
13：00～地裁前アピール 15：00～報告集会(場所は後日)

たんぽぽ舎「29 周年の集い」＆「第 30 回総会」 13 時開場
総会

会場：スペースたんぽぽ(ダイナミックビル 4 階)
第 1 部 13：30～総会」第 2 部 15：00～記念講演 第 3 部 17：15～懇親会
学習会 「軍事的手段で平和は確保できない
講座№ ｰミサイル防衛は機能しない。敵基地攻撃は日本への反撃を招く」
508
講師：孫崎 享さん(東アジア共同体研究所理事・所長) 19:00～21:00 800 円
東京電力は原発事故の責任をとれ「第 54 回東電本店合同抗議」 13:30～15:00
抗議
「原発事故から 7 年、柏崎刈羽原発再稼働するな！汚染水止めろ！」
行動
呼びかけ:たんぽぽ舎/テントひろば

賛同:東電株主代表など１２８団体

学習会 新ちょぼゼミ第９回 「日本国憲法と現代日本」
講座№
講師：高橋哲也さん(東京大学大学院教授)
509

18:00～21:00

800 円

たんぽぽ舎 29 周年の集い 2018 年 2 月 25 日(日)
第１部
第２部

午後 1 時 30 分～2 時 45 分 第 30 回「総会」会員以外の方もオブザーバー参加できます。
午後 3 時～5 時「記念講演」800 円
☆講師－吉原毅さん(城南信用金庫相談役)
原発ゼロ・自然エネルギー推進連盟会長

☆講師－木幡ますみさん(大熊町町会議員)
「今年の福島はどうなるか？―現状のままでは棄民政策が加速する？」
第 3 部―懇親交流会 （17：15～19：00 2500 円）
★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」募集中！
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

