【原発県民投票静岡●浜松ニュース／NO.9／120518】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
こんにちは。
竜巻、突風など、ここ最近起きていますね。異常気象はイヤだけど、「浜岡原発県民投票」の突
風は、ぜひ吹かしたいものですね。
さて、皆さんの手元に署名簿は届きましたでしょうか？書き方わかりますでしょうか？署名簿届
いていない方、書き方わからない方は何なりと聞いてくださいね。
また、最近は街頭や公園での署名のやり方について、聞かれることが多くなりました。それぞれ
のところによって、確認したり、用意するものがありますので、何なりと聞いてくださいね。
鈴木の携帯（090-8672-8534）まで。楽しく、頑張りましょう。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜CONTENTS>
●今週末の予定
今週も浜松駅北口でやるよ
●「まちかどステーション」次々に各地に
●受任者説明会を地域や団体での開催を！
●次回の浜松の作戦会議
５月 29 日（火）午後７時から
●＜お願い＞
あなたの手を貸してください。
●震災、原発関連イベント紹介・説明会
・「電気をカエル計画」講演会(5/20）
＜＜今後のスケジュール＞＞
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●今週末の予定
今週も浜松駅北口でやるよ（毎週日曜日午後２時に浜松駅北口で）
今週末も、パワフルに動きますよ〜〜。
１９日（土）２０１２ Ｂ級グルメスタジアム in エコパで 街頭キャンペーン
１９日（土）午後４時から 富塚の Bija で、説明会
２０日（日）午後２時から浜松駅北口で街頭キャンペーン＆署名
ぜひ、一緒に活動しませんか？ 参加者募集しています。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●まちかどステーションが次々とできています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（※省略）
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●受任者説明会
地域や団体での開催を！
拠点主催の受任者説明会も実施しますが、ぜひ、あなたの地域や団体での「説明会」開きません
か。
事務局から、資料を持ってお伺いします。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●次回の作戦会議は ５月 29 日（火）です。
県民投票を浜松地域でも成功させるために、作戦会議を開きます。どなたでも参加できます。
日時／5 月 29 日（火）午後７時〜８時半
場所／浜松拠点（東区半田山 2-5-10）
053-431-1511
090-8672-8534
駐車場あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●＜お願い＞ あなたの手を貸してください。事務所に署名簿をもらいにいきたい。署名が集
まったので、取りにいきたい。
今は事務所の人数が足りず、常時人がいることができていません。どなたか、事務所当番できる
よという方、知り合いにいるよという方、ぜひ連絡ください。よろしくお願い致します。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜震災、原発関連イベント＞
●原発県民投票説明会 in Bija
原発県民投票って何？ 受任者って？ 署名をどうやって集めればいいの？ など知っていただ
く機会です。
質問、意見もどうぞ。
日時／５月１９日（土）午後４時から（１時間程度）
場所／Spice Café Bija」スパイスカフェビージャ
住所 〒432-8002 静岡県浜松市中区富塚町 449-1
連絡先 ／tel:053-474-0330 ,email:info@bija.jp HP ／ http://www.bija.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●「電気をカエル計画」講演会
講師：石井伸弘さん（電気をカエル計画・代表）
日時：5 月 20 日（日）15:00～16:30
場所：浜松市市民協働センター 研修室
http://www.machien-hamamatsu.jp/info/
主催：浜松 NPO ネットワークセンター
申込：info@n-pocket.jp
お名前・住所・所属団体（あれば）をお知らせください。
費用：資料代 500 円
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●菅直人（前総理）湖西に来る！
講演テーマ 日本のエネルギー政策をこう攻める
とき／６月２日（土）18：00〜20：00
ところ／湖西市民会館 大ホール
入場料／全席自由 1,000 円
主催／新しい風を の会、三上元後援会
お問い合わせ／053-594-2558（山口）
＊この場で署名集めができるようになりました。

お手伝いいただける方、ご連絡ください。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜＜今後のスケジュール＞＞
５月
１９日（土） 説明会（Bija にて)
２０１２ Ｂ級グルメスタジアム in エコパ
２０日（日） 「電気をカエル計画」講演会
１４時 浜松駅前街頭キャンペーン
（毎週日曜日ごとに街頭キャンペーンやります １４時から）
６月２日（土）
菅直人湖西へ来る！
７月１１日（水） 署名終了
↓
↓
署名の提出
県議会の議決（９月議会か、１２月議会か）
県民投票の実施（来年１月頃かな）
再稼働問題に結論
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
このメールニュースは、受任者、または協力者になってくださった方に送っています。
☆本メールのご不要な方は、お手数ですが、
megu@megumi-happy.net までお知らせ下さい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
原発県民投票静岡 浜松拠点
担当／鈴木 恵
浜松市東区半田山 2-5-10
053-431-1511
090-8672-8534
megu@megumi-happy.net

meguhappynet@gmail.com
原発県民投票静岡
http://kenmintohyo.com/
チーム浜松 http://kennminntouhyou.hamazo.tv/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【原発県民投票静岡●浜松ニュース／NO.10／120527】
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
こんにちは。
今回の署名活動の広がりは、市民活動の域を越え、これまで社会活動をしたことのない層まで
に広がってきています。子育てママ、医療・介護関係、法曹関係、仏教やキリスト教関係、文化
団体、そして若い人たち、、、
街頭で、模擬投票をしていると、小中高校生たちが真剣に悩んで、判断して、シールを貼る姿
に心動かされます。彼らは将来の負担を受け取る側でありながら、実際の判断には加わることが
できません。大人たちは、彼らの将来を含めて、しっかり判断していくことが大人の責任ではな
いかなと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みんなで決めよう！浜岡原発の是非 日々の活動の模様はブログで発信しています。
http://kennminntouhyou.hamazo.tv/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜CONTENTS>
●今日も浜松駅北口でやるよ
●署名簿が徐々に事務局に戻ってきています。
●受任者説明会を地域や団体での開催を！
●次回の浜松の作戦会議
５月 29 日（火）午後７時から
●＜お願い＞ あなたの手を貸してください。
●今後のスケジュール 6 月 2 日（土）菅直人（前総理）湖西に来る！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●今日も浜松駅北口でやるよ
本日、２７日（日）午後２時から浜松北口駅前で、街頭キャンペーンをします。模擬投票、署名
ができます。ぜひ、お友達を連れて、署名に来てくださいね。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●署名簿が徐々に事務局に戻ってきています。
署名簿１冊終了したら、ぜひ２冊目、３冊目に挑戦してくださいね。
また、受任者は、７月１０日までなることができます。署名をしてくださった方の中で協力して
くださる方がいらっしゃいましたら、ぜひ受任者になってもらいましょう。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●受任者説明会
地域や団体での開催を！
拠点主催の受任者説明会も実施しますが、ぜひ、あなたの地域や団体での「説明会」開きません
か。事務局から、資料を持ってお伺いします。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●次回の作戦会議は

５月 29 日（火）です。

県民投票を浜松地域でも成功させるために、作戦会議を開きます。どなたでも参加できます。
日時／5 月 29 日（火）午後７時～８時半
場所／浜松拠点（東区半田山 2-5-10） 053-431-1511
090-8672-8534
駐車場あり
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
●＜お願い＞
あなたの手を貸してください。
事務所に署名簿をもらいにいきたい。署名が集まったので、取りにいきたい。

今は事務所の人数が足りず、常時人がいることができていません。どなたか、事務所当番できる
よという方、知り合いにいるよという方、ぜひ連絡ください。
よろしくお願い致します。
今週は月～水の午前中は、事務所にスタッフがおります。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜震災、原発関連イベント＞
●菅直人（前総理）湖西に来る！
講演テーマ 日本のエネルギー政策をこう攻める
とき／６月２日（土）18：00～20：00
ところ／湖西市民会館 大ホール
入場料／全席自由 1,000 円
主催／新しい風を の会、三上元後援会
お問い合わせ／053-594-2558（山口）
＊この場で署名集めができるようになりました。お手伝いいただける方、ご連絡ください。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
＜＜今後のスケジュール＞＞
５月 ２７日（日）
１４時 浜松駅前街頭キャンペーン
６月
２日（土）
菅直人湖西へ来る！講演会
３日（日）
１４時 浜松駅前街頭キャンペーン
７月 １１日（水）
署名終了
↓
↓
署名の提出
県議会の議決（９月議会か、１２月議会か）県民投票の実施（来年１月頃かな）
再稼働問題に結論
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
このメールニュースは、受任者、または協力者になってくださった方に送っています。
☆本メールのご不要な方は、お手数ですが、
megu@megumi-happy.net までお知らせ下さい。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
原発県民投票静岡 浜松拠点
担当／鈴木 恵
浜松市東区半田山 2-5-10 053-431-1511
megu@megumi-happy.net
meguhappynet@gmail.com
原発県民投票静岡
http://kenmintohyo.com/
チーム浜松
http://kennminntouhyou.hamazo.tv/
原発県民投票静岡 チーム浜松 kennminntouhyou.hamazo.tv

090-8672-8534

静岡県民一人ひとりが決める 「浜岡原発の YES NO」 賛成の人も、反対の人も誰かに任せないで
浜岡原発県民投票をやりましょう！ 浜松での動きを情報発信します。

