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東京都千代田区神田三崎町
2-6-2 ダイナミックビル５Ｆ

金曜日

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）

関電の原発マネー不正還流を告発する
４月２２日の東京支社抗議行動は、
コロナ情勢を考慮し、中止。

呼びかけ：再稼働阻止ネット
とめよう東海第二原発首都圏連絡会

関西電力東京支社抗議
３月 14 日、第三者委員会が調査報告書を発表しましたが、
不正還流が起きた原因は、関電の原発推進にあることには全
く触れない報告となっています。 さらに、報酬がカットさ
れた関電役員に対し「手当て２億６千万円」がキャッシュバ
ックされていた問題も判明。経産省の悪質な改ざん問題も発
覚。市民の怒りの声でブラックマネー徹底追及を！

抗議の形態を変え、自宅に居てもやれ
る東京支社への抗議行動【FAX、ハガキ、
電話など】で抗議の声をあげましょう。
〈関西電力東京支社〉
①fax ０３-３５９３-０５８６
「告発する会」は、以下の２点で新たな告発を行います
②Tel ０３-３５９１-９２６１
・関西電力前会長八木誠らの業務上横領罪
③ハガキはたんぽぽ舎で扱っています。
・八木誠らの取締役等の特別背任罪
（２枚１組１５０円）
＊書面での委任状提出が必要です。
（告発する会ＨＰ参照）
たんぽぽ舎は講座の開催にあたって「新型コロナウイルス」対策を致します。
・会場に手指消毒用ボトルを用意します。
・机の上を消毒したタオルで拭きます。 ・窓をこまめに開けて換気に配慮します。 「密集」しないように着席していただきます。
・体調に不安のある方は、無理をなさらないで下さい。

４月～５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）
４/19

中止

(日)
４/22
(水)
４/24

中止

安倍 9 条改憲 NO！安倍政権退陣！4.19 国会議員会館前行動
場所：衆議院第二議員会館前 14:00～
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
関西電力ブラックマネー糾弾 関電東京支社抗議（第９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) 17:30～18:30
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

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！」 開始時間変更
場所：経産省正門前
主催:経産省前テントひろば 15:00～16:00

(金)

抗議
行動

再稼働反対！首相官邸前抗議【開催は反原連ホームページ等で確認願います】
主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00(国会前は 18:30～19:30)

４/25

討論会

(土)

講座№
636

(金)
４/24

４/26
(日)

延期

新ちょぼゼミ討論集会：14：00～16：00
800 円〔学生 400 円〕
「次期衆院選へ向けた経済政策と当面する緊急経済対策について」
消費税引き上げ、新型コロナ肺炎拡大にる緊急経済対策、どうなる日本経済
反原発自治体議員・市民連盟第９回総会 総会と講演会とも延期いたします。
【青木美希さん(朝日新聞)と阿部美紀子さん(女川町議員)は、8 月開催予定
の福島シンポジウムにて講演をお願いする予定

４月～５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）
４/27

学習会

(月)

講座№
618

５/１
(金)
５/１
(金)

新ちょぼゼミ「走る原発 怪しいエコカー：水素社会への疑問」

講師：上岡直見さん(環境経済研究所代表）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！」 開始時間変更
場所：経産省正門前
主催:経産省前テントひろば 15:00～16:00

抗議
行動

再稼働反対！首相官邸前抗議 【開催は反原連ホームページ等で確認願います】
主催:首都圏反原発連合 18:30～20:00 (国会前は 18:30～19:30)

５/３
(日)

国会前
よりネット
配信

許すな！安倍改憲発議 2020 平和といのちと人権を！5.3 憲法集会
有明防災公園での集会は中止。
国会前でのスピーチをインターネット[5.3 憲法集会 2020 公式サイト]で配信します。
主催：平和といのちと人権を！5.3 憲法集会実行委員会
13 時より

５/９
(土)

延期

「子どもを被ばくから守ろう！家族も自分も！ 第１４回新宿デモ」
アルタ前広場集合：アピール 13：00～ デモ 14：00～主催：脱被ばく実現ネット
連続講座「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」
第３回「衝撃のビキニ被災事件」 14:00～16:00 800 円
講師：岩垂 弘さん(ジャーナリスト・元朝日新聞編集委員)
５回券(3000 円)を発行しています。１回 600 円となります

５/11
(月)

学習会

５/13
(水)

抗議
行動

５/13
(水)

抗議
行動

５/14
(木)

学習会

新ちょぼゼミ「羽田離発着旅客機の都心低空飛行問題と東京都政」

講座№
612

講師 奈須りえさん（大田区議会議員）18:00～21:00 800 円〔講師のお話は 19 時～〕

５/1５
(金)

アピール
行動

ヒロシマ・ナガサキ・六ケ所へ 反核・平和の訴えを自転車リレーで届けます。
ピースサイクル 2020 は「国会ピースサイクル」からスタート ピースサイクル全国ネット
スタート集合場所：JR 市ヶ谷駅改札集合 8 時 30 分(連絡先 090－5345－６965)
要請先－防衛省、東京都教育委員会、東電本店、外務省、内閣府

５/17
(日)

延期

「5.17 老朽原発うごかすな！大集会 in おおさか」 会場：中之島公園（大阪市）
【9 月 6 日に集会開催予定、会場は 7 月に確定します】

５/18
(月)

延期

再稼働阻止全国ネットワーク「全国相談会」 9:30～15:30
会場:高槻市総合市民交流センター【全国相談会も延期となります】

５/19
(火)

抗議
行動

安倍 9 条改憲 NO！安倍政権退陣！5.19 議員会館前行動(仮称)
場所：衆議院第二議員会館前 18:30～ 主催：総がかり行動実行委

５/27
(水)

学習会

講座№
624

講座№
619

東海第二原発、再稼働工事はやめよ！「日本原電本店抗議」 17:00～17:45
場所:日本原電本店前(地下鉄銀座線末広町 4 番出口 4 分/JR 秋葉原駅 7 分)
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（上野 5－2－1）蔵前橋通
東電は原発事故の責任をとれ「第８０回東電本店合同抗議」 18:30～19:30
場所：東電本店前（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 137 団体

新ちょぼゼミ「食べ物が劣化する日本」―命をつむぐ食と安心な食を次世代へ
講師：安田節子さん（食政策センター ビジョン 21 主宰人）18:00～21:00 800 円〔講師のお話は 19 時～〕

経産省前テントひろば
運営委員会からの
お知らせ

経産省前テントひろば 座り込みの時間が変わります。4 月 20 日より実施
平日〔１２時～１６時 一時間短縮〕 土、日、休日は変更なし〔１２時～１５時〕

金曜日の経産省前抗議 15 時～16 時に変更

