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首都圏反原発連合では原発ゼロを求める活動継続のため、
みなさまにカンパのご協力をお願いしています。 
カンパはお振込も可能です。

横浜支店　店番号 063　普通預金 285654　
口座名 シュトケンハンゲンパツレンゴウ

城南信用金庫

○一九店 当座預金 0291074 シュトケンハンゲンパツレンゴウ
（ゆうちょ口座からは 00170-1-291074 シュトケンハンゲンパツレンゴウ )

ゆうちょ銀行

フライヤー・リーフレットを
お送りします。
発送中の印刷物の確認、お申し込みは
下記URLから

リーフレット一覧はこちらからご確認いただけます
http://coalitionagainstnukes.jp/?cat=38 インフォコーナー&談話室

官邸前抗議エリア

国会前
スピーチエリア
（国会正門前南庭側）

霞が関一丁目

霞が関二丁目

霞が関三丁目

至自民党本部

「国会議事堂前駅」東京メトロ丸ノ内線・千代田線（出入口3・4）
「永田町駅」東京メトロ有楽町線・半蔵門線・南北線（出入口1）
「溜池山王駅」東京メトロ南北線・銀座線（出入口5）・
　　　　　　 千代田線「国会議事堂前駅」に地下構内でつながっています
「霞ヶ関駅」東京メトロ丸ノ内線・千代田線・日比谷線（出入口 A8・A13） 
「桜田門駅」東京メトロ有楽町線（出入口1・2）

【注意事項】●この行動は非暴力直接行動として呼びかけられたものです。趣旨をご理
解の上でのご参加をお願いいたします。 ●当日の天候に注意し、気温の変化に対応でき
る服装や水分補給、雨具の用意などをお願いいたします。 ●気分が悪くなった方は、ス
タッフにお申し出ください。 ●特定の団体や宗教団体による参加者への勧誘およびこ
れに準ずる行為、中核派、革マル派、顕正会においては印刷物の配布を全面的に禁止い
たします。 ●集会参加者に対して、主催の許可のない印刷物の配布や物販を禁止いた
します。また、抗議時間中はビラの配布や署名集め等はご遠慮ください。 ●歩道の移動
スペースの確保にご協力をお願いいたします。 ●旗やバナーなどお持ちになる場合は、
なるべく反原発・脱原発に直接関係のあるものをご用意ください。 ●カメラ、ビデオで
撮影する方は、スタッフがお尋ねしたら、所属や連絡先を示してください。映像を悪用さ
れる場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
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再稼働反対! 首相官邸前抗議  MAP& 注意事項毎週金曜

金曜官邸前抗議 活動報告 
過去の官邸前抗議の様子は、こちらのブログでお読みいただけます。
http://coalitionagainstnukes.jp/nonukefriday/

みなさんの電気代がどう使われるか、
選ぶ電力会社によって変わります

おうちの電気、選べます！

ゼロノミクマ
http://power-shift.orgパワーシフト宣言

どれにするクマ？

http://coalitionagainstnukes.jp/
?p=3505
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http://coalitionagainstnukes.jp/
発行 首都圏反原発連合－Metropolitan Coalition Against Nukes－

【facebook】https://www.facebook.com/MCANglobal/?fref=ts【Twitter】https://twitter.com/MCANjp   ID: @MCANjp
〒169-0003  東京都新宿区百人町1-5-1 百人町ビル３F Loft Project気付   【mail】info@coalitionagainstnukes.jp

※日程、時間、開催エリアなどは変更する場合もあります。 
※天候や状況に応じての急な変更は、当日の14時までにtwitterや
　WEBでお知らせします。
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毎週金曜日
首相官邸前18:30-20:00
国会正門前18:30-19:30

12.17現在
稼働中の
原発 基9

NOTICE 首都圏反原発連合からのお知らせ

「アップリンク・クラウド」で配信開始

http://www.uplink.co.jp/cloud/features/1777/

映画『首相官邸の前で』
社会学者・小熊英二による初監督作

『首相官邸の前で』<映画DVD付き>
書籍発売中！
小熊英二・著 集英社インターナショナル（価格￥2000+税）

こちらのサイトからご覧いただけます http://coalitionagainstnukes.jp/?cat=39

【2018年自民党総裁選と第4次安倍改造内閣について】
【『再稼働反対！首相官邸前抗議』（金曜官邸前抗議）開始から300回を迎えて】
【第５次エネルギー基本計画について】、【2018年新潟県知事選挙の結果について】

首都圏反原発連合のステートメント

PROTESTER
脱原発への思い

neo_yamabusi

北陸で生まれ育った私の両親
は、電力会社勤務で言うなれ
ば私は電気事業のおかげで
大きくなった。志賀原発が営
業運転を開始したのは大人に
なった後だったが、豪雪地帯
の北陸は水力比率の高さから
最も電気料金が安い地域で
ある。そんな北陸も最後発で
原発が開設された。地域に不
要な電力は100％、関電、中
電に売電され、その収益が電
力会社の財務依存度を高める
よう導かれた。雪と水の恵み
による暮らしに入り込んでき
た国策を憎むとともに、機運
高まる自然エネルギーで本来
の暮らしの再構築を求めなけ
ればいけない。

編集・ライター

第321回 111

第322回 181

第323回 251

日仏共同の
高速実証

炉Astrid
、

フランスが
計画凍結を

発表、日本
には打撃

東海第二原
発、稼働4

0年を迎え
る高松高裁、

避難計画の
不備を指摘

するも

伊方原発３
号機の住民

差し止め請
求を却下

改定原子力
賠償法が国

会で成立

賠償措置額
は1200億

円のまま

政府と三菱
重工、費用

暴騰に耐え
きれず

トルコの原
発建設を断

念

経済産業省
、新小型原

発の官民開
発を提案

NO NUKES ENERGY AUTONOMY
反原発新年会2019
NO NUKES ENERGY AUTONOMY
反原発新年会2019
2019年1月15日（火） OPEN 19:00 / START 19:30

前売または予約 1000円/ 当日1500円（ドリンク別）

LOFT HEAVEN ［ロフト ヘブン］（渋谷）
http://loft-prj.co.jp/heaven/
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今月のPROTESTER

（編集・ライター）

Report
原発事故から7年

福島の海『たらちね海洋調査』

※１/４(金)は実施しません

メッセージ キャロル久末

ゲスト
ピーター・バラカン［トーク&選曲］

BAKI（GASTUNK）/篠原篤一［ライブ］

イベントの最後に毎年恒例プレゼント大会あり!
イベント詳細はこちらから
http://coalitionagainstnukes.jp/?p=11687

袋小路のエネルギー政策に
決別を！
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核燃料サイクルは破綻、
原発輸出も失敗、

袋小路のエネルギー政策に
決別を！

袋小路のエネルギー政策に
決別を！

核燃料サイクルは破綻、
原発輸出も失敗、

News  topics

新しいリーフレットができました!

http://coalitionagainstnukes.jp/?p=3505

こちらからお申込みいただけます

「地震大国で原発だいじょうぶ？」


