週刊 も もう原発やめよう！
金曜ビラ
発行 201８年（３1９号）

１１月１６日

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

東京都千代田区神田三崎町
2-6-2 ダイナミックビル５Ｆ

第３１６回
官邸前抗議の日

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）

首都圏・東京の原発＝

『１１．２７アクション』

日本原電を３波の抗議で攻める
日時：１１月２７日（火） 集合場所：日本原電本店前

①１５：００～１５：４５ 署名提出 ［４万筆の署名未受理に抗議］
②１６：００～１７：００ デモ（約２キロ）
［出発地 神田児童公園～原電前～淡路町公園～神田児童公園］
③１７：３０～１８：３０ 原電包囲 ［ヒューマンチェーン］
主催：とめよう！東海第二原発 首都圏連絡会
（写真は 11/7 規制庁前 20 年運転延長認可に抗議）

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）
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(月)
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抗議
行動

新ちょぼゼミ 19 回「社会保障制度改革と財政問題」18:00～21:00

講師：伊藤周平さん（鹿児島大学教授）専門は社会保障法
今だからこそ！話そう！語ろう！ 連続講座第 1 回 講師：島村英紀さん(地球物理学者)

「日本列島の最近の地震活動と噴火～北海道地震、大阪北部地震ほか」 14:00～16:15 800 円
安倍９条改憲 NO！辺野古新基地建設は断念を！

18:30～

安倍政権退陣！11.19 国会議員会館前行動 場所:衆議院第２議員会館前を中心に
共催：安倍９条改憲 NO！全国市民アクション／総がかり行動実行委員会

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！」
再稼働反対！第 317 回首相官邸前抗議 【１１月３０日も実施】
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抗議
行動
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たんぽぽ舎
ホームページ
新着情報

800 円

場所：経産省正門前

主催:経産省前テントひろば

主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00

17:00～18:00

(国会前は 18:30～19:30)

今だからこそ！話そう！語ろう！ 連続講座第 2 回 講師：島村英紀さん(地球物理学者)

「日本列島の最近の地震活動と噴火～大噴火が少なすぎる近年の日本」 14:00～16:15 800 円
「首都圏・東京の原発＝東海第二原発、廃炉！ １１．２７アクション」
日本原電を 3 波の抗議で攻める！ 集合:15:00 日本原電本店前
①署名提出行動(15:00～15:45) ②デモ(16:00～17:00 神田児童公園出発)
③原電包囲(17:30～18:30) 主催：とめよう！東海第二首都圏連絡会
新ｈｐはこちら→www.tanpoposya.com/
10.20STOP 東海第二原発大集会 10.26 ヒューマンチェーン
11.7 規制庁前抗議 関連情報・写真はサイドメニュー東海第二-６をクリック

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）
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講座№
546

12/22
(土)
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「東電刑事裁判学習会－東電有罪の可能性と展望」 19:00～21:00 800 円
講師：海渡雄一弁護士
共催：東電の刑事責任を追及する会／たんぽぽ舎
とめよう！東海第二原発 20 年運転延長・再稼働ゆるすな！ 17:00～17:45
日本原電本店前行動(都営新宿線小川町駅Ｂ６出口 2 分) 神田美土代町
共催：再稼働阻止全国ネットワーク／とめよう！東海第二原発 首都圏連絡会
東電は原発事故の責任をとれ「第６３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１３１団体

東電株主代表訴訟第 4４回口頭弁論 東京地裁 103 法廷 14:00 開廷
開廷時間が遅いため学習会はありません。連絡先:東電株主代表訴訟
山崎ゼミ～「先月・今月・来月の原発問題」 14:00～17:00 800 円
「東海第二問題を中心に最新情報」(仮) 講師：山崎久隆さん(たんぽぽ舎副代表)
「ケチって火炎瓶事件～安倍晋三議員自宅・事務所に火炎瓶はなぜ投げ込まれたのか？
１９９９年・下関市長選。安倍現首相は暴力団に選挙妨害を依頼したのか？
800 円
お話：山岡俊介さん (インターネット新聞「アクセスジャーナル」代表)
19:00～21:00
新ちょぼゼミ 講師：浅井基文さん(元広島平和研究所所長) 18:00～21:00

800 円

「アベ自民党政治と丸山真男政治理論：「戦後民主主義」を再考する」
「レイバーフェスタ 2018〜いま一歩を踏み出そう！」 10:30～16:50(開場 10 時)
会場：東京･田町交通ビル 6 階ホール(JR 田町駅･芝浦口徒歩 3 分)
参加費:当日 1700 円(前売 1500 円)失業者･障害者 1000 円学生(20 歳以下)無料

たんぽぽ舎の
たんぽぽ舎は 2018 年 12 月 29 日(土)～2019 年 1 月 7 日(月)までお休みです。
年末年始のお休み

山谷労働者に温かな支援物資を届けよう！ ≪受付期間≫
第 37 回たんぽぽ舎「年末年始、助け合い運動」に
ご協力下さい。《今年も実施します》

2018 年 12 月 6 日（木）到着分～
12 月 21 日（金）到着分まで

《送ってほしいもの》

《物資と現金の送り先》

防寒具 米 寝袋(シュラフ) 毛布 作業着

〒101‐0061 千代田区三崎町２-６-２

下着(新品) ズボン(冬物) 靴下 靴 リュック

ダイナミックビル５F たんぽぽ舎

簡易テント タオル、石鹸、歯ブラシ、洗剤等日用品
調味料 インスタントコーヒー 茶 保存食品 米券等
【背広、ワイシャツ、女性用衣類などは必要なし】
原発いらない
ふくしまカレンダー
頒価：1,000 円
申込先：梨の木舎
Fax03-6256-9518

カンパーゆうちょ銀行 加入者名「たんぽぽ舎」
００１８０-１-４０３８５６
【山谷支援カンパと明記願います】

トイレで知る・考える
カレンダー2019
財津昌樹・山口マオ¥1,200
（税別・送料別）03‐5358‐6677

☆たんぽぽ舎は、来年２月、皆さまに支えられ３０年を迎えます。
チェルノブイリ原発事故後の 1989 年 2 月「市民のひろば」として設立されました。
原発をなくそう！ あなたの想いをさらに大きく、ひろくつなげていきます。

