
都県 場所 日時 団体名 担当者

１ 福島県 福島駅東口 9日 12:30～13：30 NAZEN福島 椎名さん

２ 群馬県 高崎駅西口
ペデストリアンデッキ

9日 18：00～ 群馬合同労組と高崎金曜日行動 清水彰二さん

３ 栃木県 日光市・二社一寺
「神橋」そば

９日 １４：００～１５：００ さよなら原発！日光の会 富岡洋一郎さん

４ 〃 西那須野駅前 11日16:00～17：00 アピールイレブン 高島幸雄さん

５ 〃 黒田原駅前 １１日１６：００～１７：００ アピールイレブン 高島幸雄さん

６ 〃 那須塩原駅前 １１日１６：００～１７：００ アピールイレブン 高島幸雄さん

７ 茨城県 龍ケ崎ショッピングセンター
「サプラ」入り口前

11日１４：００～１５：００ 市民有志 披田さん

８ 〃 つくばセンター広場 11日13：00～14：00 ネットワーク・つくば実行委員会 阿部眞庭さん

９ 〃 土浦駅西口２階
ペデストリアンデッキ

11日15：00〜16：00 小張さん

１０ 〃 牛久駅前東口 9日17：００～18：００
11日15：００～16：００

原発いらいない牛久の会
東海第二原発廃炉牛久の会

藤田さん
長谷川さん

１１ 〃 東海村 ８日１３：００～１６：００ 個人 荒木さん

１２ 〃 国道６号線沿い 9日14：00〜15：00 石岡平和の会 増山さん

１３ 〃 鹿嶋市 11日 鹿嶋九条の会 山縣 理絵子さん

１４ 〃 日立駅前 １１日１５：００～ 東海第二原発再稼働
ストップの会

軍司道男さん

一斉行動・第５波参加団体個人



１５ 埼玉県 越谷駅東口・駅前広場 16日(金) さよなら原発越谷連絡会 飛山さん

１６ 〃 浦和駅東口 10日12：００～13：００ 再稼働反対埼玉連絡会、
９条の会・さいたま

菅井益郎さん
白田真希さん

１７ 〃 上尾駅西口 11日11:00～12：30 原発いらない市民会議/埼玉 佐々木正人さん

１８ 千葉県 柏駅（口未定） ３日14:00～15:30 エナガの会 若井さん

１９ 〃 柏駅東口 9日18:00～18:30 反原発東葛連合 鈴木さん

２０ 〃 我孫子駅・北口 10日16:30～17:30 ｢さようなら原発｣あびこ 加藤さん

２１ 〃 〃・南口 10日16:30～17:30 〃 〃

２２ 〃 松戸駅東口 ９日13:30〜14:30 東日本大震災被災者支援千
葉西部ネット、ピースサイクル

武笠さん

２３ 〃 流山おおたかの森駅
自由通路

11日15:00～16:00 原発止めよう！東葛の会 日下部さん

２４ 〃 野田市川間駅 11日16：００～ 放射能汚染から子どもたちを
守る会・野田

皆川さん

２５ 〃 千葉駅そごう側 11日11:00～ 原発なくせ！ちばアクション 久木野さん

２６ 〃 千葉市（東電千葉支社前） 11日12:00～13:00 忘れまい3.11！
反戦・反原発の会/千葉

中井さん

２７ 〃 市川駅北口 11日14：00～15：00 「東海第二原発いらない!」市川の会 上野通子さん

２８ 〃 新鎌ケ谷駅 8日16：００～ 1000人委員会＆9条の会 藤代さん

２９ 東京都 葛飾区JR亀有駅南口 11日16:00～16：30 ひろば葛飾から 白倉真弓さん

３０ 〃 杉並区阿佐ヶ谷駅南口 10日15:00～16:00 杉並実行委員会 けしばさん



３１ 〃 杉並区阿佐ヶ谷駅南口 10日14:00～15:00 NAZEN杉並 飯塚淳さん

３２ 〃 中野駅北口 １０日１４：００～１５：００ 中野実行委員会 松代修平さん

３３ 〃 西東京市西武池袋線
保谷駅北口

10日13：００～1３：45 原発いらない
西東京集会実行委員会

柳田さん

３４ 〃 豊島区池袋駅西口 11日13:00～ ＮＡＺＥＮいけぶくろ 櫛渕さん

３５ 〃 JR大井町駅阪急百貨店前 ９日18:00～19:00 原発止めろ！新橋アクション
＋NAZEN品川

北村さん

３６ 〃 大井町駅・ヤマダ電機店前 3日 さよなら原発品川アクション 加藤孝さん

３７ 〃 新小岩駅南口 1０日16:00～17:00 NAZEN江戸川 佐藤賢一さん

３８ 〃 千代田区JR御茶ノ水駅｢聖橋口｣ 9日14：30～15：30 緊急会議 天野さん

３９ 〃 JR巣鴨駅前 １１日１５：００～ スペース２１ 田中さん

４０ 〃 新宿区新宿駅アルタ前 10日17：00～18：00 脱被ばく実現ネット 岡田俊子さん

４１ 〃 千代田区JR御茶ノ水駅「お茶の水橋口」 9日18：00～19：15 たんぽぽ舎 柳田さん

４２ 〃 千代田区JR御茶ノ水駅｢聖橋口｣ 9日18：00～19：15 〃 横田さん

４３ 〃 千代田区JR御茶ノ水駅｢千代田線口｣ 9日18：00～19：15 〃

４４ 〃 つつじが丘駅北口(変更の可能性あり) 未定 個人(原発のない暮らし@ちょうふ） 佐橋正文さん

４５ 〃 京王線・調布駅前広場など 11日10:00～10:30 市民有志 沼倉潤さん

４６ 〃 北区王子駅前 11日13:00～14:00 たんぽぽ舎 市原みちえさん

４７ 〃 荒川区・町屋駅前交差点 11日17:00～18:00 脱原発オール荒川アクション 久保清隆さん



４８ 〃 日本原電本店前 ９日１５：００～１６：００ 郵政ユニオン脱原発プロ／
たんぽぽ舎

沼倉潤さん

４９ 〃 ＪＲ亀戸駅北口 10日11:00～12：00 さようなら原発1000
万人署名・江東

小山芳樹さん

５０ 〃 世田谷区・経堂駅周辺
（変更の可能性あり）

9日 区民有志数人

５１ 神奈川県 JR溝ノ口駅前デッキ 11日15：00～16：30 脱原発かわさき市民 喜多村さん

５２ 〃 横浜駅 西口 ８日１２：００～１６：００ 個人 荒木福則さん

５３ 〃 横浜市内 10日１３：００～ 市民有志数人 山田和秋さん

５４ 〃 座間市内 9日 ピースサイクル 川上直子さん

５５ 長崎県 長崎駅市内 10日１２：００～ NAZENナガサキ 菊地さん


