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たんぽぽ舎
TEL 03-3238-9035
FAX 03-3238-0797
Mail:nonukes@tanpoposya.net
〒101-0061

５月１日（金）

東京都千代田区神田三崎町
2-6-2 ダイナミックビル５Ｆ

メーデーの日

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）

≪たんぽぽ舎からのお知らせ≫

スペースたんぽぽ」を≪自習室≫として開放いたします。
今、多くの人が「新型コロナウイルス」禍で図書館を
利用できずに困っています。
しばらくの間、「スペースたんぽぽの空き時間帯」を、
≪自習室≫として開放いたします。ご利用ください。
●ご利用の際、たんぽぽ舎にご一報をお願いします。
ご氏名と連絡先電話番号をお知らせ願います。
Tel 03-3238-9035
Fax 03-3238-0797
●利用上の約束ごと
１）１人が長机１台を使用。（180ｃｍ×45ｃｍ）
２）飲食禁止(ソフトドリンクは可）
、禁煙、私語禁止
３）入室の時、氏名・連絡先を記帳する
４）利用料：各人のお気持ちで(200 円目安)
「たんぽぽ舎」
、
「スペースたんぽぽ」
●自習室使用可の日にち、空き時間などはメルマガで
周知しますが、まずはたんぽぽ舎にご連絡願います。
たんぽぽ舎・スぺースたんぽぽが実施している「新型コロナウイルス」対策。
・会場入り口に手指消毒用ボトルを用意します。
・机の上を消毒したペーパータオルで拭きます。 ・定期的に窓を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。

５月～６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）
5/1
(金)
５/１
(金)
５/１
(金)
５/３
(日)

メーデー

第９１回日比谷メーデー 会場：全水道会館 4 階大会議室 10：00～10：30
団体代表 1 名で、全体 50 名規模 インターネット配信
アッピール行動（スタンディング） 場所：JR 水道橋駅東口周辺 ～11：30 撤収
参加者は、必ずマスク着用でお願いします。第９１回日比谷メーデー実行委員会

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

中止

再稼働反対！首相官邸前抗議 主催:首都圏反原発連合
【５月８日（金）以降の開催は反原連ホームページ等で確認願います】

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月～６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）
「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」 其々の思いや
抗議を其々の場所で！脱被ばく実現ネットのボランティアは、13 時にオンラインで
集合してデモでの訴えを共有し 14 時から其々の場所でプラカードを掲げます。皆さ
まも是非 ご都合のつく時間にこのアクションにご参加お願い致します。
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２回「原爆被害の実相」 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

５/９
(土)

ネットで
参加

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

６/３
(水)

抗議
行動

６/３
(水)

抗議
行動

６/４
(木)

学習会

６/８
(月)

学習会

講座№
624

講座№
619

講座№
635

講座№
625

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【抗議行動の形態については、検討中です。５月７日の会議で決定します】
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【体調のすぐれない方は無理をしないでください。】
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～〕

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８１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「ジャーナリズムと日本の危機～ワセダクロニクルの挑戦」
講師：渡辺 周(まこと)さん(朝日新聞記者「プロメテウスの罠」取材チーム)
18:00～21:00 800 円(学生 400 円)〔講師のお話は 19 時～〕
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

