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東京都千代田区神田三崎町
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第 364 回
官邸前抗議の日

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！
（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）

【報告】12.8

老朽原発うごかすな！関電包囲大集会に 1100 名

▼高浜原発から関西電力本店まで 200ｋ、
16 日間のリレーデモで原発全廃を訴える！
▼原発マネーに怒りの声！関西圏で集会・
デモを開催し、本店前抗議呼びかける。
▼告発人も 3272 人に。
12 月 13 日に大阪地検に告発状提出。
＊リレーデモ詳細は、ブログ「原発うごか
すな！実行委員会＠福井・関西）参照

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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たんぽぽ舎
インフォメーション

関西電力ブラックマネー糾弾 関電東京支社抗議 17:45～18:30
場所：関電東京支社前(内幸町 2‐1‐6) （関電本店包囲集会の報告と申し入れ行います）
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
「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）
たんぽぽ舎冊子 「たんぽぽ舎 30 年-反原発の歩みと展望」の読者会を開催します
みんなの力で歩み続けた「たんぽぽ舎の歩みと、これからの活動を語り合おう」
主催：たんぽぽ舎 18:30～21:00(参加費無料)どなたでも参加できます。

被災原発女川 2 号機の再稼働許すな！ 東北電力東京支社抗議 17:00～18:00
場所：東北電力東京支社前(丸の内１丁目 8-3 丸の内トラストタワー本館)
（東京駅八重洲北口５分、大丸東京本店隣）主催：再稼働阻止全国ネットワーク
「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。
第 51 回総がかり行動 「安倍 9 条改憲 NO！安倍政権退陣！12.19 国会議員会館前行動」
場所：衆議院第２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

たんぽぽ舎年末年始のお休み【12 月 28 日（土）～１月７日（火）】
「たんぽぽ舎第 32 回総会」－２月 23 日（日）午後スペースたんぽぽ

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）
12/20
(金)
12/20
(金)

抗議
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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！第 365 回首相官邸前抗議 【１２月２７日も】
主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00(国会前は 18:30～19:30)
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
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裁判

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

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(地下鉄銀座線末広町 4 番出口 4 分/JR 秋葉原駅 7 分)
場所：日本原電本店（台東区上野 5－2－1 住友不動産秋葉原北ビル）蔵前橋通
東電は原発事故の責任をとれ「第７６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

「ドローンの眼」 ＤＶＤ上映会 解説：福田唯一さん（あつまれ辺野古 県外代表）
第一部 「改正ドローン規制法と辺野古」(28 分)
第二部 「ドローンで見る沖縄の基地」(40 分) 19:00～21:00 800 円（学生 400 円）
山崎ゼミ～｢今一番ホットな原発問題を考える｣
14:00～17:00 800 円
講師：山崎久隆さん(たんぽぽ舎副代表)「核燃サイクル政策と再処理施設の問題」
新ちょぼゼミ 39 回 「企業ファースト化する日本」
18:00～21:00 800 円
講師：竹信三恵子さん(和光大学名誉教授、元朝日新聞記者）〔講師のお話は 19 時～〕

「オスプレイ暫定配備の危険性」
19:00～21:00 800 円（学生 400 円）
講師：頼 和太郎さん(リムピース編集長) 木更津駐屯地へオスプレイが「暫定
配備」されれば首都圏、新潟、群馬、静岡等が訓練空域に。
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 17 回口頭弁論」 東京地裁 103 号法廷 10：30 開廷

≪NoNukesPlaza たんぽぽ舎からのお願い≫ 第 38 回「年末年始、助け合い運動」に ご協力下さい

山 谷 労 働 者 に 温 か な 支 援 物 資 を 届 け よ う！
《支援物資受付期間》 １２月

２３日(月)到着分まで

トラックで山谷に搬入します
ので締切日、遵守願います。

《送ってほしいもの》 防寒着 お米 寝袋(シュラフ)作業着 毛布 下着(新品) リュック
ズボン(冬物) 靴下 靴 簡易テント タオル 石鹸 歯ブラシ 洗剤等の日用品
米券など 調味料 インスタントコーヒー 茶 保存食品】 野菜は事前連絡
〈物資送り先〉〒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
「たんぽぽ舎」支援物資担当宛
〈現金〉カンパは郵便振込みでお願いします。
（振込用紙に［山谷支援カンパ］と明記）
ゆうちょ銀行 口座番号：００１８０－１－４０３８５６ 加入者名：
「たんぽぽ舎」

