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アクション・イベント

 

●脱原発アクション 
(地図付き)

各地の予定

※アクションウィークは終了しましたが、「さようなら原発1000万人アクション」に関連する企画を紹介してまいりますの
で情報をお知らせください。ぜひお近くのアクションへ足を運んでください。（記載情報に間違い等あればお知らせくだ
さい）。⇒ E-Mail : sayonara.nukes@gmail.com

◆各地のアクション（記録）

「各地の３．１１アクション」（3/10以降3月のアクション）はこちらから 
毎週土曜日

●各地区街頭署名行動（佐賀） 
 時間：10：00～12：00 
 主催：県実行委員会 
 内容：街宣、チラシ配布行動、街頭署名（駅前、デパート前など） 
 連絡先：佐賀県平和運動センター 
     TEL0952-32-2211 FAX0952-32-2212 
     sagaheiwa▲ivory.plala.or.jp（▲は@に変えてください）。

※3/10、11以降３月のアクション情報はこちら

4/1（日）

●さよなら原発 ４・１大集会ｉｎいばらき（茨城） 
時間：11：00～ 
内容：13：00～交流テント＆つながるステージ 
   いばらき大集会集会後、自動車パレード 
実行委員会：茨城労連 tel.029-219-1031 
      t2hairo▲hotmail.co.jp（▲は@に変えてください）

4/8（日）

●NO NUKES PEACE DEMO in Iwaki,FUKUSHIMA３（福島） 
時間：14：00集会、15：00デモ・パレード出発 
集合場所：平中央公園（いわき市／いわき芸術文化交流館アリオス前） 
共催：いわきアクション！ママの会／NO NUKES MORE HEARTS 
協力：脱原発福島ネットワーク／何とかしよういわきの医療・市民の会 
問い合わせ：info▲nonukesmorehearts.org（▲は@に変えてください）
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4/14（土）

●映画鑑賞会とミニトーク（奈良） 
時間：14：00～17:00 
場所：近鉄｢奈良駅｣５分 日本聖公会奈良キリスト教会 シオンホール 
内容：映画（DVD）『東京原発』／ミニトーク…堀田美恵子さん（奈良脱原発ネットワーク） 
参加費：500円 
主催：「さようなら原発」1000万人署名 奈良（準備会） 
問い合わせ：「さようなら原発」1000万人署名 奈良（準備会）  
      事務局・吉波 ikoma1st▲yahoo.co.jp（▲を@に変えてください）。 
詳細：チラシをご参照ください。

4/16（月）

（～22日）●広河隆一写真展 チェルノブイリと福島（東京） 
時間：9：00～21：00（最終日は19：00終了） 
場所：明治大学駿河台校舎アカデミーコモン１階 展示コーナー 
問い合わせ：cherno1986▲tokyo.email.ne.jp（▲は@に変えてください） 
      tel.03-5228-2680 
入場無料 
※9～10時、19時～21時、4/22（日）は9時～17時まで無人展示となります。

4/20（金）

●さよなら原発4.20アクション（東京） 
 時間：18：00開場、18：30開演 
 場所：大井町きゅりあん大ホール 
    （ＪＲ「大井町駅」１分） 
 参加費：500円 
 内容：講演…落合恵子さん、お語り…神田香織さん、報告…福島県からの避難者、品川区の子どもたちを守る会 
    演奏…橋本美香 
    （広河隆一写真展、若者パフォーマンス、他） 
 主催：さよなら原発東京南部1000人アクション実行委員会 
 問い合わせ：平和共同事務所 
       TEL/FAX03-3783-3370 
       nannbu.action.1000@gmail.com

4/22（日）

●チェルノブイリ２６周年救援講演会 チェルノブイリと福島（東京） 
時間：13：00開場、13：30開演（16：30終演） 
場所：明治大学リバティタワー１階 リバティホール（1013教室） 
出演：広河隆一さん（フォトジャーナリスト） 
   ポホモワ・ワレンチーナさん（「困難の中の子どもたちへ希望を」代表） 
   ゼレンケヴィチ・オリガ（ポホモワさんの娘） 
   藤波心（タレント） 
   武藤類子（ハイロアクション福島原発40年） 
   黒部信一（小児科医） 
資料代：1,000円 
主催：現代史研究会、チェルノブイリ子ども基金、未来の福島こども基金 
予約・問い合わせ：チェルノブイリ子ども基金 
   cherno1986▲tokyo.email.ne.jp（▲は@に変えてください） 
  tel.03-5228-2680

4/27（金）

●公開セミナー「災害における社会的弱者と教会はどう寄り添うのか？」（東京） 
時間：19：00～21：00 
場所：文京区「富坂キリスト教センター１号館会議室」 
   （地下鉄「春日駅」８分） 
入場無料（要申し込み：4/25締め切り） 
講師：武藤類子さん（ハイロアクション福島40年実行委員会 福島県三春町在住） 
   佐藤信行さん（RAIK[在日韓国人問題研究所]所長） 
司会：菊池純子さん（NCCドイツ委員会委員長） 
主催： NCCドイツ委員会／財団法人基督教イースト・エイジャ・ミッション富坂キリスト教センター 
共催： 新教出版社

18 Comments

Leave a reply →

1.
米倉達也 
2012年3月11日 at 16:01 
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担当者様

  活動、お疲れさまです。 
  私はフランスのパリに住んでいる米倉というものです。 
  微力ながら、私もこちらで反原発の活動をしています。

  2012年フランス大統領候補者の Eva Joly さん（フランス緑の党）が、反原発のビデオを作成 
  したので、それを送らせて頂きます。 
   
  http://www.youtube.com/watch?v=lkJcDgmUGFI   
   
  どこかにリンクのような形ででも貼って頂くことができれば幸いです。

  あと、二基ですね。どうぞ、頑張りましょう！

   米倉

Reply 返信 
2.

安積由紀子 
2011年12月24日 at 12:32 

腐敗から発酵へ・・・人として真の行き方への復興を目然して・・・

昨日書いたメールを送らセてください！！

お時間とって、是非・いろんな方と体験していただけると、助かります。

Reply 返信 
3.

福岡 
2011年11月13日 at 18:21 

テレビ見てたら「日本共産党」の名前が入ったのぼりばかりでどん引き….

Reply 返信 
4.

valerkie225 
2011年11月1日 at 10:59 

hai my name is jay valerio

Reply 返信 
5.

稲浜 隆志 
2011年10月31日 at 14:54 

石破茂自民党政調会長や読売新聞が、公然と核武装＝原発の存続と主張していることについて、他のマスコミなど批判の声があま
りに小さいことは民主主義日本の危機を示しています。日本の軍事機密がサイバー攻撃を受けていることからみても、非核三原則を
破棄しようとした途端に、日本全土が核ミサイル攻撃の格好の標的になることは周知の事実ではないのでしょうか。自民党政調会長
や読売新聞の、あまりに能天気な発言に二の句がつげないのも事実ですが。 
京大の小出先生が予見したように、原発推進派の総反撃が開始された事に対して、ペンの力と国民ひとりひとりの良心による迎撃
体制を整える必要があります。

Reply 返信 
6.

千原渉 
2011年10月28日 at 13:59 

皆様のご活動に、敬服いたしております。ありがとうございます。 
わたしは身体障害者で移動困難など社会性が損なわれている者ですが、それでも何かしなければとの思いが募り、下記のようなこと
することにしました。 
多くの方に聴いていただければと思います。 
—————————————————————– 
このままで大丈夫なのでしょうか？ 
告白 ボクが原発について知っていること＋ タイカレー・パーティー

日時 : １１月 １２日（土） 午後１時３０分～３時３０分  
会場 : 川端診療所 地下食堂（川端二条上る） 
会費（食材費・情宣費） : 会員 ４００円 / 会員外 ５００円 
———————————————————————— 
詳しくは下記にてチラシをご覧になってください。 
http://www.ge.tt/#!/9aYBfH9

Reply 返信 
7.

堀井麻由 
2011年10月21日 at 09:27 

国は私たち国民に原発のリスクを説明しないまま、５４基もの原子力発電所を造った。
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東京電力は、原発促進と維持のためとし（実際は天下り先となる団体へ我々のお金をかってに流用） 毎月１０８円を国民からもれな
く徴収している。

国にも東電にもほんとうに憤りを感じる。

もっとたくさんの人に知ってほしい。 

今こそ立ち上がろう！ ひとりひとりの力が集まれば、この国を守ることも変えることも 
できるのだから・・・

Reply 返信 

Pingback: 放射能汚染を許すな！原発はいらない！ 茨城 « Fukushima ３・１１事件8.

Pingback: 玉村拓也版画展＆記憶と白＆MOOSIC LAB9.

10.
LALAPALOOZA MUSIC PROJECT 
2011年9月13日 at 16:56 

脱原発ソングの決定版「ミュージシャンよ」で脱原発を強く訴え、応援させて頂きます。 
9月17日頃から下記にて試聴又はダウンロード可能の予定です。 
http://www.vibirth.com の中からLALAPALOOZA MUSIC PROJECTを検索。 
http://www.myspace.com の中からLALAPALOOZA MUSIC PROJECTを検索。 
(いずれもデータの取り込みに時間がかかります。)

Reply 返信 
11.

牧野 隆 
2011年8月25日 at 00:10 

脱原発、さよなら原発に大いに賛同します。

Reply 返信 
12.

澤口佳代 
2011年8月23日 at 23:29 

お疲れさまです。9月19日のイベントにむけて署名活動をされているのだと思いますが、ウェブサイトを見ても9月19日に何をするのか
よくわからないのがもったいないなと思いました。 
topページを開くとすぐに、9月19日にイベントがあるということがわかるといいですね。

Reply 返信 

Pingback: [BM] ９月脱原発アクションウィーク | さようなら原発1000万人アクション - PeaceMedia ピースメディア13.

14.
平和市民運動センター 
2011年8月13日 at 17:49 

ＭＩＸＩで、平和市民運動センター の名で， 
憲法を生かす交流会

脱原発を目指す交流会 

のコミュ二ティ つくりました。 
他の，サイト、ブログ，日記、掲示板にものせよう

Reply 返信 
15.

青山純子 
2011年8月10日 at 04:38 

今現在低レベルと言えども被曝し続けている家族のことを思うと何かをせずにはいられず、sayonara nukesのアニメを作りました。な
にかの役に立てるのなら使って下さい。

http://www.youtube.com/watch?v=whg7ZzoozOY&feature=youtube_gdata_player 
会津の郷土玩具起き上がり小法師を被災されている人達に見立てて、周りの人達のサポートで立ち直る願いを込めたつもりです。
no more Hiroshima and Nagasaki と言いながら人殺しのために核兵器を作り続けている社会を変えたい。

Reply 返信 
◦

資料センター《雪の下の種》 
2011年8月14日 at 16:14 

素敵なアニメ、早速拝見し、リンクをＨＰに掲載させて頂きました。ありがとうございます。 
ただ、英語が母語者（イギリス人）に見てもらったところ、音楽のボリュームが大きく声のトーンが低いので、何を言っているのか
よく聞き取れないとのことです。（オーストラリアン・アクセントの影響もあるかもしれませんが） 念のため、お知らせしておきま
す。

Reply 返信 
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16.
栗原 和子 kazuko kurihara 
2011年8月3日 at 21:27 

9.11（sun）「震災6ヶ月めの祈りと原発なくてもええじゃないか電気を使わないサウンドデモin松本」あがたの森2時46分黙祷、集会→
中電前、東電前→松本城♪

被災地のこと、子供たちのこと、忘れないで☆この狂った世界にさよなら。日本から世界中の原発を止めましょう！

楽器、音の出るモノ…プラカード（体に付ける、ぶら下げると楽器も演奏できるよ）仮装…自分の表現で来てね！

Reply 返信 
17.

9/3｢さよなら原発 1000万人アクション｣INみやぎ 
2011年7月30日 at 18:07 

2011 / 9/ 3｢さよなら原発 1000万人アクション｣INみやぎ 
仙台市青葉区 ”勾当台公園” 音楽堂・憩いの広場 
11時開始 17時閉会（15時”脱原発市民ウォーク”） 
震災復興ボランティア、放射線測定市民チームなどのパネル展示、実測、報告会 
賛同アーティスト・パフォーマーの皆さんの、歌、演奏、パフォーマンス。他

未曾有の大災害、東電原発事故から半年。脱原発の強い決意と同時に、被災地復興の 
現状と思いを発信します。このイベントの成果を、9/19明治公園5万人集会に繋げて行きます。

Reply 返信 

コメントをどうぞ 

Required fields are marked *(必須項目)

Name (名前) *

Email (メールアドレス) *

Website (ウェブサイト)

Message (メッセージ)* 
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新しい記事から

３月２４日は「再稼働を許さない さようなら原発１０００万人アクション」集会とパレード•
署名の呼びかけメッセージ（音声）をつくりました•
「原発いらない！3.11福島県民大集会」に16,000人が参加•
東京で「3.11東京大行進」、「3.11原発ゼロへ！国会囲もうヒューマンチェーン」開催•
マレーシアからポスターと署名が届きました。•
各地の３．１１アクション•
２月２７日午前分の署名！！•
「原発再稼働にＮＯ！さようなら原発 九州総決起集会」に２１００人が参加•
「さらに署名を！」～呼びかけ人からのメッセージ 澤地久枝さん•
「３．１１福島県民大集会」の記者会見が開催される•
１０００万人署名継続のお知らせ•
署名数４，１９３，８７２筆（２月１７日現在）•
【報告】２．１８ 四国と北海道で開催された集会•
「原発いらない！３．１１福島県民大集会」会場の線量について•
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さようなら原発 お知らせメール 
（google グループ利用）に登録ください。 
メールアドレスを入力してください  登録  

Twitter

Google+

 

「さようなら原発1000万人アクション」実行委員会 | 101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 総評会館1F 原水爆禁止日本国民会議 
気付 
 tel.03-5289-8224 fax.03-5289-8223

Top 

さようなら原発1000万人アクション

Action10mil

Join the conversation

NAMAENAKI 拡散・署名お願いしま
す！RT〆切が５月まで延びました!
５３３万筆超えました。頑張って集め

よう！→1000万人署名用紙 | さよう
なら原発1000万人アクション 
bit.ly/j89ZM9 @dencho1025 
@Action10milさんから #脱原発 #
被ばく 
10 hours ago · reply · retweet · favorite 

matsumo_k ３月２４日は「再稼働を
許さない さようなら原発１０００万人

アクション」集会とパレード | さような
ら原発1000万人アクション sayonara
-nukes.org/2012/03/action… 
@Action10milさんから 
10 hours ago · reply · retweet · favorite 

Action10mil 確かに。核マフィアの掌
中ですね RT @pokopokobokko 国
の連携…密約ガンガンありそうRT 
@Action10mil: プルトニウムを動か
すな！⇒ "５カ国による共同研究組
織を設け、２０１３年までに日本で初

会合を" 時事：核燃料輸送、米英仏
韓と連携＝核サミットで首相 
10 hours ago · reply · retweet · favorite 

Action10mil 署名の呼びかけメッセ
ージ（音声）をつくりました | さような
ら原発1000万人アクション sayonara
-nukes.org/2012/03/110322… 
@Action10milさんから 
10 hours ago · reply · retweet · favorite 

tatsu0409 @zephyorg ご意見、お怒
り、まさに同感ではあります。ようやく
ですが２４日（土）に原子力委員会を
福島（郡山）で開催することになりまし
た。廃止措置に向けてのテーマで、
私は参加できませんが、地元の皆様
の声を直接聞く機会となります。

aec.go.jp/jicst/NC/press… 
12 hours ago · reply · retweet · favorite 

Action10mil まずは核兵器以外使い
道無いプルトニウム生産中止⇒ "原
子力発電所事故の惨状を見た各国
の首脳は、核テロでも同様の事態が

起きかねないと認識" 核不拡散・核
セキュリティ総合支援センター：千崎
センター長に聴く 新興国の人材育

成を／茨城-毎日 bit.ly/GEVvyU 
11 hours ago · reply · retweet · favorite 

Action10mil ストップ「再処理」！  
"炉内のガラスを流し出す作業を始め
た" 六ケ所村の核燃再処理工場：ド
レンアウト開始－－日本原燃 ／青

森 - 毎日 bit.ly/GEV4og 
11 hours ago · reply · retweet · favorite 
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