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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 373 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）

『たんぽぽ舎 31 周年の集い』にご参加下さい！

２/２３（日）

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～

《第 32 回総会と記念講演＆懇親会》
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』
東海村では再稼働に向けた工事で、住民の生活
環境が破壊されている。本格工事を許してはい
けない。止めるのは今だ！
茨城現地の皆さんと共に、再稼働 NO の行動を
起こそう！

会員以外の方の参加歓迎

(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）

記念講演②―講師：吉野信次氏（市民自治をめざす１０００人の会）
『市民自治を柱に多様な市民運動に関わって、今、考えていること』

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）
２/24

延期

【集会を延期します】東電刑事裁判「控訴審の勝利をめざす集会」
文京区民センター 主催：福島原発刑事訴訟支援団

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)

講座№
613

(月-休日)
２/26
(水)
２/26

２/28

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～〕

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 374 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)

３/５

学習会

(木)

講座№
620

(金)
２/28

たんぽぽ舎
ホームページ
新着情報(2/19)

「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)
たんぽぽ舎ホームページに簡単にアクセス ＱＲコードができました。
「原発とめよう九電ひろば青柳行信メルマガ２/19」
＊東海第２原発「再稼働」茨城・東海村長、「令和４年までに可否判断」

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）
３/６
(金)

集会

３/７
(土)

抗議
行動

３/７
(土)

抗議
行動

３/８
(日)

大集会

３/９

学習会

(月)

講座№
622

３/10
(火)
３/11

集会

(水)

抗議
行動

３/12

学習会

(木)

講座№
621

「止めよう辺野古新基地 辺野古裁判勝利！3.6 首都圏集会」
会場：日本教育会館一ッ橋ホール 18:30～20:30 800 円
講演：山城博治氏/金平茂紀氏 映像メッセージ：シルビア・アール氏
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 137 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）
0308 原発ゼロ☆国会前大集会－福島・輝く未来へ－ 14：00～16：00
福島原発事故から 9 年・3.11 追悼～原発廃炉時代・再エネ社会の実現に向けて
場所：国会正門前 主催：首都圏反原発連合
連続講座「原発政策の歴史」第一回
14:00～16:00 800 円
「日本人は核に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(ジャーナリスト・元朝日新聞編集委員)
「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)

(土)

シンポ
ジウム

３/31

学習会

３．１１東京電力福島原発事故後９年を迎える経産省抗議行動
17 時～19 時に拡大して行ないます。参加者のアピール、発言歓迎
場所：経産省正門前
主催:経産省前テントひろば
東電は責任を取れ 連続講座第 32 回 「東電元幹部の刑事責任〜無罪のままでは済ま
されない。危惧感説（合理的危険説）で考えてみよう」
講師：古川元晴弁護士（井戸川裁判弁護団長）19:00～21:00 800 円
「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
東電本店前集会：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 6F 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～〕

３/13
(金)

抗議
行動

３/16

学習会

(月)

講座№
632

３/19
(木)
３/20
(金-休日)
３/２1

集会

大集会

