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Please join us:
Sunday, March 9th
13:30
Miyashita Park,
Shibuya, Tokyo

On March 10, 1959, tens of thousands of 
Tibetans took to the streets of Lhasa, 
Tibet’ s capital, rising up against China’ s 
illegal invasion and occupation of their 
homeland. They surrounded the Potala 
Palace, the home of the Dalai Lama, to 
protect his life and the future of the 
Tibetan nation.

Fifty-five years later, Tibetans inside Tibet 
are unequivocally demonstrating that 
they will not be controlled by Beijing, nor 
can they tolerate the extreme repression 
they have been forced to endure for the 
past six decades. China’ s rule has 
created a crisis in occupied Tibet. 
Repressive policies and the severe 
crackdown have provoked an 
unprecedented wave of self-immolations 
by Tibetan monks, nuns, teenage 
students, mothers with children and 
respected community members. At least 
125 Tibetans have sacrificed their lives for 
freedom and happiness to be returned 
to Tibet.

ダライ・ラマ14世が亡命を余儀なくされた
1959年 3月 10日のチベット民族蜂起を記念し、
SFT Japanはチベットの平和と自由を訴えるピー
スマーチを3月 9日（日）東京・渋谷で開催し
ます。早春の1日、チベット人と日本人が一緒
に歩き、チベット支援を呼びかけませんか。

1959年の民族蜂起から55年に当たる今年も、
チベットでは中国政府による厳しい弾圧が続い
ています。
チベット本土の、そして海外に亡命したチベッ
ト人達はみな必死の思いでいます。私たちにで
きることはよりたくさんの方がチベットを支援
しているということを示すことです。たくさん
のご参加をお待ちしております。

日時：2014年 3月 9日（日）
13時 30分集合、14時マーチ出発
集合場所：渋谷・宮下公園
（JR・東急・京王・東京メトロ各線渋谷駅下車　
徒歩約5分）

コース：渋谷駅・表参道周辺を予定
参加費：無料／事前の参加申し込みは不要です

・お1人でのご参加、友人とお誘い合わせでの
ご参加、いずれも大歓迎です。
・「チベット」をアピールする服装や盛装でのご
参加大歓迎です。歩きやすい服装と靴でお越し
ください。
・プラカードやチベット国旗は用意します。お
持ちの方はぜひご持参ください。

お問い合わせ：sftjapan2008@gmail.com

http://www.sftjapan.org
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