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原発廃止ひと筋３１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！
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東海第二「再稼働反対」700 人訴え 水戸で大集会開催される
東海村の東海第二原発の運転開始から 41 年を迎える 28 日を
前に、「ＳＴＯＰ！！東海第二原発の再稼働いばらき大集会」が
16 日水戸市で開催され、発言では東海村の山田修村長が再稼働を
容認すると受け取れる発言をしたことに言及。
「この業界誌は原発
の安全神話をつくるのが仕事。私たちは安全神話に陥らないよう
にしなければならない」と訴えた

11 月 27 日（水）15 時～
11，27 廃炉デー大アクション
日本原電本店前（秋葉原）
＊茨城からも参加します。

17 日には、首都圏から参加した「とめよう！東海連絡
会」の仲間が東海村で山田村長発言に触れたチラシ等
4 千枚を各戸配布を行いました。

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）

リレー
デモ
集会

関西電力ブラックマネー糾弾 関電東京支社抗議 （第６回） 17:45～18:30
場所：関電東京支社前(内幸町 2‐1‐6) 11 月 29 日は行いません。次回 12 月 13 日(金)
共催：再稼働阻止全国ネット/とめよう！東海第二原発首都圏連絡会
「老朽原発うごかすな！リレーデモ」 高浜原発から関電本店まで２００km16 日間
危険すぎる老朽原発・高浜 1、2 号機、美浜 3 号機の再稼動を許さない！
11 月 23 日(土休日)12 時出発集会―高浜原発先展望所集合ゲート前までデモ

11/25

学習会

新ちょぼゼミ 38 回「アベ政治で国富がどれだけ失われたか」 18:00～21:00

(月)

講座№
595

1１/22
(金)
11/23
～12/８

抗議
行動

講師：上岡直見さん(環境経済研究所代表)

〔講師のお話は 19 時～〕800 円

東海第二原発の 20 年延長を許さない！11.27 廃炉デー大アクション
1１/27

抗議
行動

場所：日本原電本店前（台東区上野 5－2－1 住友不動産秋葉原北ビル）蔵前橋通
署名提出行動（15:00～1６:00）デモ（16:15~16:50 予定）ヒューマンチェーン（17:15~18:45）
共催：とめよう！東海第二原発首都圏連絡会／再稼働阻止全国ネットワーク

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

(金)

抗議
行動

再稼働反対！第 363 回首相官邸前抗議
主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00(国会前は 18:30～19:30)

12/２

学習会

(月)

講座№
603

(水)
1１/29
(金)
1１/29

「なぜ私たちだけが、差別されるのですか？ オモニは訴える
朝鮮学校、幼稚園の「無償化」制度からの排除」
19:00～21:00 800 円
お話：厳 廣子(ｵﾑ ｸﾞｧﾝｼﾞｬ)さん〔東京朝鮮学校オモニ会連絡会代表〕
宋 恵淑(ｿﾝ ﾍｽｸ)さん〔幼保無償化を求める朝鮮幼稚園保護者連絡会〕

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）
12/４
(水)
12/４
(水)

裁判

抗議
行動

「福島原発被ばく労災 損害賠償裁判（あらかぶさん裁判）」第 14 回口頭弁論
地裁前アピール(13 時)開廷 103 法廷(14 時) あらかぶさんを支える会
報告会(15 時)：ハロー会議室虎の門 3 階 ミニ学習会講師：瀬川嘉之さん
東電は原発事故の責任をとれ「第７５回東電本店合同抗議」 18:30～19:30
場所：東電本店まえ（JR 新橋駅 地下鉄三田線内幸町駅）
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１３４団体

【日本原電抗議は行いません。（11.27 行動に総結集願います）
】

12/５
(木)
12/７
(土)

12/8

裁判

集い

(日)

抗議
行動

12/９

学習会

(月)

講座№
597

12/10

学習会

(火)

講座№
602

12/14

学習会

(土)

講座№
600

12/18

学習会

(水)

講座№
607

12/21
(土)

フェスタ

たんぽぽ舎
年末年始のお休み

東電株主代表訴訟第５１回口頭弁論 東京地裁 103 号法廷 13：30 開廷
報告会(詳細は後日お知らせ) 東電株主代表訴訟
鹿砦社創業 ５０周年の集い 会場:スペースたんぽぽ 15 時開会(14:30 開場)
講演：前田和男さん(鹿砦社創業メンバー、｢続全共闘白書｣事務局)
主催：鹿砦社 会費：3000 円(学生 2000 円) 18:30～懇親会
会場準備の都合上、集い・懇親会とも申込み必要 matsuoka@rokusaisha.com
関西電力包囲大集会 主催：原発うごかすな！実行委員会＠関西･福井
10 時デモ出発：関電営業所前(大阪市北区本庄東)14 時～関電本店前大集会
【再稼働阻止ネットは全国の皆様に参加を呼びかけます】
福井・関西を除く参加者に再稼働阻止ネットから交通費補助 070‐6650‐5549
新ちょぼゼミ 39 回「外環道訴訟と大深度地下開発問題」18:00～21:00 800 円

講師：武内更一弁護士（憲法と人権の日弁連をめざす会代表） 〔講師のお話は 19 時～〕
～これは官製ヘイトだ！～前川喜平さんは断言する
高校、幼稚園「無償化制度」から朝鮮学校排除
お話：前川喜平さん(元文部科学事務次官 19:00～21:00 800 円（予約優先）
「アジア初の脱原発に向かっている台湾」14:00～16:30 800 円(学生 400 円)
講師：佐藤大介さん（ノーニュークス･アジアフォーラム･ジャパン）後藤政志さん（元東芝技術者）
「れいわ新選組は次の衆議院選挙にどう取り組んでいるか」
講師：渡辺てる子さん（れいわ新選組）19:00～21:00 800 円（学生 400 円）
シングルマザーとして２人の子供を育てながら、派遣労働者 17 年働いてき
た渡辺さんの闘いから日本の現実が見えてくる。
レイバーフェスタ２０１９ 10.15〜16.50（開場：9：45）
会場：田町交通ビル 6F ホール 一般当日 1700 円(予約 1500 円）学生無料
10 : 15 ドキュメンタリー映画『東京干潟』（83 分） 監督トーク＝村上浩康
13 : 00 音楽「世界の闘いの歌～歌って踊ってリボルーション」
14 : 15 ニッポンの今「映像+トーク」
『関西生コン弾圧事件』＋小谷野毅『がんを育てた男・その後』＋木下昌明

たんぽぽ舎年末年始のお休み【12 月 28 日（土）～1 月 7 日（火）】
※冊子『たんぽぽ舎 30 年・反原発の歩みと展望』
☆豊富な誌面（１７８頁 写真多数掲載 ３０年の出来事 解説付き）
〔二つの座談会。 鎌田さん、広瀬さん他全国各地から寄稿多数〕
お問い合わせ先：たんぽぽ舎
TEL 03-3238-9035 メール nonukes＠tanpoposya.net
Ｂ５判 178 頁 定価 1000 円＋税 １冊の送料は 100 円となります。

