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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 371 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）

２/２３（日）

たんぽぽ舎 31 周年の集いにご参加下さい！

会場（JR 水道橋駅５分）
《スペースたんぽぽ》
▼総会：１２：３０開会
▼講演：１４：００～

記念講演①―講師：村上達也氏（東海村前村長）
『もはや正気の沙汰でなし…東海第二原発再稼働の策動』

(資料代-８００円)

▼懇親会：１７：００～
(会費-３０００円)
（講演と懇親会出席は３５００円）

講演はどなたでも参加
出来ます。総会も会員以外
の方はオブザーバー参加可

《第 32 回総会と記念講演＆懇親会》
現地では、防潮堤工事準備のためのゼネコンの
事務所が住民に説明せずに建設され、自然破
壊と住環境破壊が進んでいる。申請は資材置場
ですが、実は大規模作業員宿舎。畑は大規模駐
車場に、砂防林は台無しに。東海村で今、何が
起こっているか。村上さんがお話します。

記念講演②―講師：吉野信次氏（市民自治をめざす１０００人の会）
『組合活動の教訓から「市民運動のいくつかのルールへ」』

２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）
２/12
(水)

集会

２/13

学習会

(木)

講座№
606

２/14
(金)
２/14
(金)
２/19
(水)
２/19
(水)
２/23
(日)

「大幅な計画変更でどうなる辺野古新基地建設」 場所：参議院議員会館 101 会議室
14 時～対政府要請行動＆公開質問 16 時～北上田毅さん講演会
主催：総がかり行動実行委員会(通行証配布は 13：30～と 15：30～の二回)
新ちょぼゼミ「日本の司法制度と裁判官：何故おかしな判決が相次ぐのか」

講師：澤藤統一郎さん(弁護士) 18:00～21:00 800 円〔講師のお話は 19 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！第 3７２回首相官邸前抗議 【２月２１日、２８日も】
主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00(国会前は 18:30～19:30)

抗議
行動
抗議
行動
総会と
講演

関西電力ブラックマネー糾弾 関電東京支社抗議（第７回）
場所：関電東京支社前 日比谷パークフロントビル(内幸町 2‐1‐6) 17:00～17:45
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
第 53 回「総がかり行動」安倍 9 条改憲 NO！安倍政権退陣！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

たんぽぽ舎第 32 回「総会」と講演 会場：スペースたんぽぽ 12：30～(開場 12 時)
記念講演 800 円 村上達也さん(前東海村村長) 懇親交流会:17：00～(3000 円)
14 時～16 時半
吉野信次さん(市民自治をめざす 1000 人の会)

２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）
２/26

抗議
行動

「特重施設のない原発は今すぐ止めろ」第 3 波抗議行動 再稼働阻止全国ﾈｯﾄ
12:00～13:00 原子力規制庁前抗議（六本木ファーストビル前 南北線六本木一丁目駅）

(水)

抗議
行動

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 14:30～15:30
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 3 分、大丸東京本店隣）主催：再稼働阻止全国ネットワーク

２/26

学習会

新ちょぼゼミ 「日本の河川行政では私たちの命と生活を守れない！水害防災を市民の

(水)
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抗議
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講座№
622
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２/26

側から考える！」

講師：早川芳夫さん 18:00～21:00 800 円〔講師のお話は 19 時～〕

(土)

シンポ
ジウム

３/31

学習会

「改正入管法とニューカマー
19:00～21:00 800 円
～排外主義国日本におけるマイノリティーの教育を考える」
お話：愼 吉雄（シン ギルン）さん(東京朝鮮中高級学校校長)
東京電力は福島原発事故の責任をとれ！「第７８回東電本店合同抗議」
13：00～14：30 東電本店前（呼びかけ：経産省前テントひろば/たんぽぽ舎）
賛同：東電株主代表訴訟、ピースボードなど 135 団体
３/４(水)の抗議行動は行いません
東海第二原発、再稼働工事はやめよ！「日本原電本店抗議」
15：30～ 日本原電本店前(台東区上野 5-2-1)最寄駅：JR 秋葉原駅/銀座線末広町駅
主催：とめよう！東海第二原発首都圏連絡会 協力:再稼働阻止全国ネットワーク
３/４(水)の抗議行動は行いません
連続講座「原発政策の歴史」第一回
14:00～16:00 800 円
「日本人は核とどう向き合ってきたか 被爆 75 年、核廃絶運動を顧みる」
講師：岩垂 弘さん(元朝日新聞記者・編集委員)
「3.11 10 年目原発被ばく隠しを許さない東京集会」
会場：豊島区民センター昼の部 14：00～夜の部 18：30～
主催：「反被ばく首都圏アクション実行委員会」090－8494－3856（岡田）
事故から 10 年目の東京電力本店抗議 場所：東京電力本店前 18：30～
国・東電は事故の責任を取れ／被害を隠すな／帰還政策から避難の保障へ！
主催：「反被ばく首都圏アクション実行委員会」
戦後 75 年、いまだに続く在日朝鮮人差別～
19:00～21:00 800 円
官製ヘイト＝高校・幼保「無償化」制度からの朝鮮学校排除の背景
お話：金 東鶴（キム トンハク）さん(日本朝鮮人人権協会・副会長兼事務局長)
「原発事故被害者訴訟・３月高裁判決 3.19 大行動」
院内集会・東電本社集会交渉 主催：福島原発避難者訴訟原告団/弁護団
院内集会：11：00～13：00 衆議院第一議員会館大会議室
03-6709-8090
東電本社前集会：14：30～15：10 連絡先：原発被害者訴訟原告団全国連絡会
「さようなら原発全国集会」 主催：さようなら原発一千万人署名市民の会
会場：亀戸中央公園(東武亀戸線｢亀戸水神駅」徒歩 2 分 JR 総武線｢亀戸駅｣徒歩 15 分
11 時ブース開店 12:30 コンサート 13:30 発言 15:10 デモ出発
〔2 コース〕
国際シンポジウム：世界が告発するフクシマの現状 12：30～16：40(開場 12 時)
－東京五輪で消されゆく原発事故被害－主催:さようなら原発 1000 万人アクション 1000 円
会場：田町交通会館 5F ホール（港区芝浦 3 丁目 2-22）ＪＲ田町駅芝浦口(東口)より徒歩 3 分
新ちょぼゼミ 「幻想の新型原子炉」（超高温ガス炉（VHTR）と小型原子炉）

(火)

講座№
611

講師：後藤政志さん(元東芝技術者) 18:00～21:00 800 円〔講師のお話は 19 時～〕
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