週刊 も もう原発やめよう！
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１２月 14 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 31８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）

新春 1 月９日（水）は、 日本原電・東電本店前に集まろう！
◎とめよう！東海第二原発 原電本店前抗議 17：00～17：45
首都圏に一番近い原発。放射能は北東の風に乗り、
数時間で関東平野に流れる。
共催[再稼働阻止ネット：とめよう！東海第二原発首都圏連絡会]

◎東電本店合同抗議

18：30～19：30
福島第一原発事故からもうすぐ８年
「原子力緊急事態宣言」は解除されていないぞ！

呼びかけ：経産省前テントひろば/たんぽぽ舎 賛同 132 団体

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）
12/17

学習会

(月)

講座№
558

12/19
(水)
12/21
(金)
12/21
(金)
12/22
(土)
12/26
(水)

抗議
行動

ＤＶＤ上映会「最後の一滴まで：ヨーロッパの隠された水戦争」 18:30～21:00 800 円
日本の水道が売り飛ばされる！？［上映後、田中一郎さんのコメントあります］
安倍 9 条改憲 NO!辺野古新基地建設は断念を!安倍政権退陣!
12.19 国会議員会館前行動 場所：衆議院第二議員会館前 18：30～
共催：総がかり行動実行委員会／安倍 9 条改憲 NO！全国市民アクション

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！」

抗議
行動

再稼働反対！第 319 回首相官邸前抗議 【１２月２８日も実施】

レイバー
フェスタ

裁判

たんぽぽ舎の
末年始のお休み
たんぽぽ舎
ホームページ
新着情報（12/11）

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)

「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
福島原発刑事訴訟「第 35 回公判」（104 号法廷 開廷は１０時）
公判併行集会予定(場所未定) 11：00～16：00
【１２月２７日(木)も実施［開廷時間は１３：３０～ 終了後、報告集会］】

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。
新ＨＰはこちら→www.tanpoposya.com/

youtube 動画掲載

「希望のエリア」反原発国会前抗議集会が今月で終了します。

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）
１/９
(水)
１/９

抗議
行動

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６４回東電本店合同抗議」 18:30～19:30

(水)

抗議
行動

1/17

学習会

(木)

講座№
559

「防衛費＝軍事費」の際限なき拡大―米軍と自衛隊の一体化の危険性(仮)
講師：吉沢弘志さん（埼玉大講師）
19:00～21:00 800 円
(パトリオットミサイルはいらない習志野基地行動実行委員会代表)

1/23
(水)
1/23
(水)

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１３２団体

裁判

民をだまし大地と海を汚した東電と政府の責任を問う井戸川裁判
「福島被ばく訴訟第 13 回口頭弁論」 東京地裁 103 号法廷 10：30 開廷

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１１回口頭弁論
12:30 地裁前アピール 13：30 開廷(103 号法廷) あらかぶさんを支える会

1/23

学習会

(水)

講座№
544

1/30

学習会

(水)

講座№
560

「徹底検証 ＴＰＰ（11＆12）」(仮)
18:00～21:00 800 円
講師：内田聖子さん（アジア太平洋資料センター事務局長）
【2 月 13 日(水)も予定「徹底検証 日欧ＥＰＡとメガＦＴＡ」内田聖子さん】
新ちょぼゼミ 「これでいいのか！？原子力損害賠償法（福島原発事故の教訓から）」
講師：竹村英明さん 発電会社「イージーパワー」と電力小売「グリーンピープルズパワー」
代表取締役 緑茶会代表 NPO 法人市民電力連絡会理事長
18:00～21:00 800 円
【お詫び-当初、1 月 31 日開催で一部告知されていますが、1 月 30 日開催となりました。】
新ちょぼゼミ

レイバーフェスタ 2018〜いま一歩を踏み出そう！

日時：12 月 22 日(土) 10.30〜16.50（開場 10.00）
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］

〔プログラム〕
10:30 ★水の民営化に待った！（60 分）上映
映画『最後の一滴まで〜ヨーロッパの隠された水戦争』
解説＝内田聖子（PARC）
・水道労働者
13:00 ★たたかいと歌 『路上から発信』
一主張するイロモノみちばた興業フェスタ
末武あすなろ・右田隆・多田弘一・ジョニーH ほか
13:50 ★公募川柳入賞作発表（レイバーネット川柳班）
14:10 ★アスベスト問題は続いている 新作映画『子どものころ光る砂であそんだ』）（30 分）上映
トーク＝松井絵里（出演者）
・北穂さゆり（制作者）
15: 15 ★映像メッセージ「世界から日本から」 三分ビデオ一挙上映（20 本）
16:50 終了 別会場で 17:30 から「大交流会」
【参加費 一般当日 1700 円 前売・予約 1500 円】
＊失業者・障害者（一律）1000 円 学生・20 歳以下 無料
【予約・問合せ】 レイバーネット日本
TEL03-3530-8588 FAX03-3530-8578
＊メール予約 http://labornetjp.jimdo.com
〈主催〉 レイバーフェスタ 2018 実行委員会（責任団体 レイバーネット日本）

