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　ＣＮＦＥ（当会）の先日の総会で、
予定した大体の議事が終わったあとの
自由討議で、ある方より、「牧師さんた
ちは、礼拝説教の中で、原発の問題を
語ったりされているだろうか」という
質問がなされた。牧師の出席は少なかっ
たので私が、「私は、しょっちゅうとい
うわけではないが、その日の聖書箇所
から話しても自然であると思うとき、原発そのものの細かなことは話
さないけれども、私たちの生き方として、倫理的な問題として、神が
私たちに与えられた戒め、隣人を愛し豊かにいのちを得させよとの教
え、また地球を大切にお世話せよとの真意を覚えて、語る場合が当然
ある」とお答えした。
　質問者は正直に、「しかし私の周りでは、そうした説教を聞くこと
はほとんどない」ということを、少し悲しそうに語られた。他の方も
また、「このことを説教で話せる牧師はどの団体も非常に少数である」
と口にされた。私もそう感じる。それで私は、「多くの教派で、原発
に関する声明は出たが、実際にそれを信徒の前で語る牧師は少ない。
それはたぶん政治的な発言はしてはならないという考えが頭にあるの
だろう。しかし私は、どの党がいいとか、どの政治家がいいとかいう
発言ならば問題だが、政治の中身について、実際にそれによって人権
や命や平和が影響を受けているのだから、どう改善がされてほしいか
ということを語ることは何ら問題ではない。むしろ必要なことと思う。
しかし牧師たちは教会にはいろんな方々がおられるからと、縮こまっ
ておられる場合もあるだろうから、信徒さんのほうから、“ 先生。社
会がどうあらねばならないかの、中身を話すことは、全然問題じゃな
いんですよ ” と、励ましてあげてほしい。そういう応援があると、勇
気が与えられると思う」とお願いをした。それには、出席者の多くの
方がうなづかれていた。

　実際、もし今、かつての日本のようにまだ女性に参政権がなかった
ら、当然それは差別だと声を上げ、改革のために祈り、また行動も起
こしていくべきことは、今ならば誰でも想像できることだろう。また

権力になびかず、イエスの求める道を
日本福音ルーテル稔台教会　内　藤　　新　吾
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もし、国がどこかの戦争に加担しそうになったと
き、それはならないと態度を示す務めが教会にあ
ることを、誰もが理解するだろう。そうであるな
らば、原発問題についても同じはずである。でき
ないなら、何に遠慮しているのだろうか。経済界
が原発を進めたがっているから、教会はそれらの
人の機嫌を損ねたくないのだろうか。教会にも巨
大企業の信徒がいるからと。あるいは、教会にも
電力会社員やその家族の方がいるからと、もっと
もらしく聞こえる理由にて、このことについては
触れないようにしているのだろうか。いずれにし
てもおかしなことである。原発はウラン採掘の段
階から最終の死の灰処理に至るまで、その全ての
工程において環境への影響があり、また労働者被
曝を伴い、そして事故が起きれば取り返しのつか
ない被害をもたらすのである。これをやめずして、
いったい未来の子どもたちに対して、私たちはど
んな言い訳ができるのだろうか。教会の信徒に電
力会社の方がおられても、何も問題ないはずであ
る。電力会社は、原発なしで電気を作ればいいだ
けのことである。経済的にも、原発は実はトータ
ルで最も割高なのがバレてしまっている。財界が
原発にこだわるのは、自分たちに利権が集中して
いるシステムが、壊れることを恐れているからに
過ぎない。しかも、政府与党がこれまで核武装を
も視野に入れていたことを示す数々の記録や、少
なくとも潜在的抑止力であるとする発言など、キ
リスト者としてこれらを放置することのほうが問
題である。

　
　ところ
で今年の
２月、私
は初めて
ドイツに
行 っ た。
ＮＣＣド
イツ委員
会の主催

にて日独教会協議会の交流プログラムで、日本か
ら９名がドイツへ出かけた。現地で三泊四日を過
ごした。私は最終日に、『少数者としてのキリス
ト者の宣教』～教会と社会の課題：原子力問題～

というテーマで発題を担当した。パワーポイント
を使い、地震大国に原発が乱立する狂気の状況と、
貧しい地域と人々が犠牲を押し付けられているこ
と、しかしそこにおいてキリスト者が虐げられて
いる人々と少数者であるがゆえに連帯することが
でき、さらに市民たちとも解放のわざを広げてい
くことができるということなどを、前任地の浜岡
原発近くでの経験をもとに話した。
　途中で、これはどうしようかと紹介を悩んだ写
真もあったが、浜岡港にプルサーマル用のＭＯＸ
燃料が入ってきたときの、抗議に駆けつけた私の
姿も思い切って見せた。それはカトリック教会や
ルーテル教会が現在用いている祭服姿である。私
は宗教者として、人々に勇気を与える存在として
立つことが、自分の務めと思っていたし、今もそ
れでよかったと信じている。しかしドイツや、一
緒に行った人たちの中には、文句を言う方もいる
かもしれない。けれどもそれをお見せした。ドイ
ツでは、エネルギーとは無縁の教育者や哲学者ま
た教会関係者たちも含まれた倫理委員会によっ
て、原発政策の見直しがなされたことを聞いてい
たが、それとこうした牧師の抗議行動への理解は
別物との印象があった。
　発題と質疑応答が終わって休憩に入るやいな
や、私は何人ものドイツの男性の神学校教授や牧
師たちから、がっしりとかなり熱烈にハグをされ
た。中には日本語の話せる先生から、「ルーテル
教会はあなたを愛している」と、これまた日本で
は聞くことのなかった言葉を、ギュッと抱きしめ
られながら聞いた。静岡で過ごした時代、いろい
ろと弾圧を受け、仲間の牧師たちからさえ理解さ
れず、少ない教会員と少ない市民との連帯以外、
孤独と苦労の日々であったが、まさかドイツへ来
て、それらのトラウマからの癒しを受けるとは、
思いもしなかった。と同時に、私は、やがて天国
の門をくぐるときも、イエス様に抱きしめられて、

「お前はわたしが大切に覚えている人たちのため
に、よくやってくれた」と言われるために、これ
からも闘い続けなければならないな、ということ
を感じた。そのことはどこにいても意識次第で出
来ることであり、誰と共に何を求めて生きるかと
いうことが、問われていることであると思う。

（本会共同代表）

浜岡にMOXが着いた日、「プルサーマルい
らない」と訴える
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　３・１１以降、福島のことがずっと気になっては
いましたが、遠巻きに眺めているだけでした。
　震災から一年ほどたったある日、ＣＮＦＥのメー
リングリストに被災地の方の情報（発信：九重さま）
が流れました。その情報をもとに、支援物資の送付
先とされている方がたに、片端から電話をかけてい
たところ、浪江町の菅野さんという女性とお話しす
ることができました。何か足りない物はありません
か？とお尋ねすると、そういう問題ではないのです、
との返答。たまたまその翌日に菅野さんが上京され
るというので、直接お会いして話を伺うことになり
ました。
　緑色のコートを着て駅の改札口に現われたのは
思っていたよりもずっと若い菅野美智子さん。ＣＮ
ＦＥの当時会員のＳさんのお宅に一緒に行き、そこ
で菅野さんから避難生活のお話を伺いました。
　菅野さんが何より困っておられたのは、いわき市
には浪江町民のための集会場がないということでし
た。いわき市には現在でも浪江町から約 2300 名が
避難していますが、浪江町民のための仮設住宅はな
く、みな借り上げ住宅暮らしです。そのため市内の
あちこちにバラバラに散らばっていて、だれがど
こに住んでいるのかもわからず、会うこと
も困難とのこと。因みに、借り上げ住宅に
は支援物資もほとんど届かないのだそうで
す。
　せめて浪江町民の集まれる部屋を何とか
確保できないか…という切実な願いを聞
き、何とかしたいと、Ｓさんとともにあち
こちに電話をしたり、行政に問い合わせた
り…。ＣＮＦＥのメーリングリストにもＳ
ＯＳを流してみました。秋山兄がこのメー
ルに目を留めて東北の教会に働きかけてく
ださり、しばらくして、いわき市の牧師た
ちが集会場としてスペースを貸してくださ
ることになりました。
　いわき市小名浜の「いわき食品放射能計

測所　祈り」の一角を無料で貸していただけること
になったのです。本当にありがたいことでした。
　それ以来、「浪江ピースの会」を立ち上げた菅野
さんをはじめとする浪江からの避難者の方がたは、
週に２、３日そこに集まり、エプロンや通帳入れな
どを縫っておられます。
　「浪江 PEACE」のネームタグ、これは日本基督教
団北支区に費用を負担していただいて作ることがで
き、浪江 PEACE ブランドを誕生させました。フェ
イスブックには「浪江ピース」のページも設け、エ
プロンの写真を載せたり、浪江ピースの作業の様子
などを紹介しています。
　手芸品作りには費用がかかるため、売っても利益
を得ることはほとんどできていません。でも、かけ
がいのない故郷、浪江町の存在に少しでも目を向け
て欲しいという願いをもって、浪江ピースのおひと
りおひとりが丁寧に作品をつくっていらっしゃいま
す。
　原発立地自治体ではない浪江町は、例えば双葉町
などの原発立地自治体とくらべると格段に補償金が
少なく、今後生活がさらに困窮していくことは必至
です。そして残念なことに自殺者が増えています。

浪江の方がたとともに
大　橋　　明　子

各地の取り組みレポート③　

住吉英治牧師夫妻
「放射線測定室　祈り」の責任者として働いておられる
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その予備軍も増えているというのが現状です。再び
以前のように、浪江で生活ができる希望のない中、
彼らはいったいどこに向かえばいいのか…。

　私はエプロンには特別な
思いがあるのです。
　２０１１年 3 月１１日、
午後２時４６分、自宅にい
ました。これまで経験した
ことのない強い揺れに襲わ
れました。家は沿岸地域に
あるため、津波が来ると感
じ、強い揺れの中、着の身
着のまま車に乗り、山の方
へと向かいました。気づい
たときには「陶芸の杜」大
堀の駐車場に来ていました。
いつの間にか日が暮れ、小
雪が舞って寒いこともあり、
眠れないまま車の中で夜を
明かしました。ラジオから
は「壊滅的な被害…」とい
うフレーズが繰り返し流れていました。
　翌 3 月 12 日午前 7 時ごろ、津島に避難するよう
にと行政から指示が出たので津島へ移動しました。
　津島に着くと、そこでは地域の方がたが炊き出し
をしておられました。かっぽう着やエプロンをつけ

　「なぜエプロンを作りたいと思ったのかというと
ね…」、震災後 2 年経ったある日、菅野さんがはじ
めてそのわけを話してくださいました。

菅野さん

た方がたが、子どもやお年
寄りの方におにぎりやお粥
などを食べさせていました。
誰もが何が起こっているの
か分からないなか、働いて
いました。
　私に気づいたおばちゃん
がエプロンを貸して下さい
ました。そのエプロンをつ
けて、私もおにぎりを配り
ながら、揺れるたびにおび
えて泣きだす子どもたちを
なだめたりしていました。
津 島 は 山 地 な の で 3 月 と
いってもまだ寒く、エプロ
ンが防寒の役目をしてくれ
ました。また、このエプロ
ンはおにぎりを配るお盆に

なり、子どもの涙をぬぐうハンカチに、タオルに、
おにぎりを包む袋にもなって、私の不安な気持ちを
どこかで支えてくれているように感じました。
　現在、私たちはいわき市で避難生活をしています。
今でもあの日のエプロンの記憶は鮮明です。

浪江ピースの会
　　　　　　　菅野　美智子エプロンのこと

　２０１３年度の年会費（個人２, ０００円、団体５, ０００円）の納入をお願い
いたします。同封の振替用紙をご利用ください。

　※２０１２年度年会費未納の方は、２年間分をお願いできればと思います。
　※既に納入済みの方にも振替用紙を入れてありますが、ご了解ください。

＜２０１３年度会費納入のお願い＞
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　マシア神父は、CNFE の会名の、「体制を問う」「キ
リスト者」「ネットワーク」の 3 つのことでいい尽
くされていると前置きして、以下のように話されま
した。

【なぜ関わらないでいられるのですか？】
　イエスがイザヤ書を引いて「主がわたしを遣わさ
れたのは、捕らわれている人に解放を、目の見えな
い人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由
にし…」と自分の使命を語ったが、皆はそれに憤慨
してイエスを外に追い出し崖から突き落とそうとし
た ( ルカ 4：18 － 29)。同じことが今もある。ブラ
ジルのタマラ司教が、中流階級が集まる教会で貧し
い人たちのことを話し、そのために寄付を訴えたと
ころ、司教を褒め寄付をしてくれたが、その後で司
教が、貧しい人を貧しくさせている社会体制・社会
構造を変えなくてはならないが、それに私たちキリ
スト者として関わっているのか、と述べたところ、
こんな話をする司教は共産主義者だといわれた。こ
のようなことはプロテスタントでも同じだろうが、
福音を伝えることと社会変革に関わることは切り離
せない。
　なぜ教会は、キリスト者は、社会問題、いのちの
問題、平和の問題、原発体制の問題などに関わるの
かとよく質問される。それに対しては「教会は関わ
らずにはいられない」と答えている。主イエスの最
後の審判の基準 ( マタイ 25 章 ) や「良きサマリ人」
でのメッセージに示されている「慈しみ」こそが、
全ての社会問題に関わるときの基本であり、山上の

説教でも同じで
ある。ひとの痛
みが分かる「慈
しみ」が、平和
と正義を求める
力、いのちのこ
とに関わる力、
平和の建設にか
かわる力、原発
問 題 に 関 わ る
力、全ての問題
に関わる動機、
出発点、基本で
ある。慈しみの
ある人とは、通り過ぎないで、苦しむ人を見る目、
とどまる足、そしてはらわたを突き動かされ、関わ
る人である。福音を信じているならば「なぜ関わら
ないで通り過ぎることができるのですか？」と問い
かけたい。
　そして、個人的に関わるだけではなく、エキュメ
ニカルな形、ネットワークで社会構造・体制を問わ
なくてはならない。このことは第 2 次世界大戦後
から明確になり、特に 1960 年のウプサラでの世界
教会協議会、1962 年からの第２バチカン公会議に
おいて、エキュメニカルな形で命の問題、平和の問
題、社会変革にかかわることを一層明確にした。原
発問題も日本の問題ではなく世界的な問題であり、
キリスト者の共同体どうしだけではなく、同じ志を
持つ市民運動と一緒に取り組み関わっていかなくて

学習・講演会プロジェクト報告
「いのちの保護と平和の建設にかかわるキリスト者」

マシア神父。穏やかなほほえみをたたえ
ながら、教会が教会であることを力説さ
れた。

　3 月 2 日、原発体制を問う私たちの信仰、そしてキリスト者として今どのように主
に呼びかけられているのかをあらためて考え覚えるために、CNFE 学習・講演会「い
のちの保護と平和の建設にかかわるキリスト者」が東京・四谷のニコラバレ修道院ホー
ルで開催されました。出席者 47 名、内会員以外 32 名。
　まずイエズス会司祭でカトリック正義と平和協議会のホアン・マシア神父に講演を
していただき、会員の松本敏之氏（日本基督教団経堂緑丘教会牧師）と滝澤貢氏（同・
川崎教会牧師）に応答をしていただきました。
　　　　　　　　　　　　　　　ＣＮＦＥ書記・学習プロジェクト担当
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋山　眞兄



- 6 -

CNFE NewsLetter No 3
はならない。断ち切られている繋がり・絆を結び直
し、縛られているものを解き放つことは、私たちは
福音からその動機を持つが、同じ志を持っているも
のとネットワークが重要である。
　教会で社会的な責任について話すと、不思議なこ
とに「私たちの教会は人数が少ないので今はその力
がないので、人数を多くしてから」という反応がよ
くあるが、解放をもたらすためにイエスは遣わされ
たように、私たちも遣わされているのであるから、
それを行うことが教会である。そして、個人的に良
いことをするだけではなく、ネットワークで、世界
規模で社会体制を問うことが大切である。
　
　マシア神父の講演に対して松本牧師・滝澤牧師に
応答していただくことは事前にお願いしていたので
すが、講演内容は当日まで分からず、講演を聞いた
その場で応答していただく形になってしまいまし
た。松本氏は「原発問題」以前のことについてとこ
とわりつつ、以下のような話をされました。

【「諸宗教の神学」と「解放の神学」】
　神学校時代、またブラジルの教
会に赴任したこともあり、「解放
の神学」から多くを学んで来た。
最近はあまり「解放の神学」と言
われなくなったが、それを良しと
しないローマ法王との関係もあ
るが、それ以上に、解放の神学の
示す指針は当然であり、敢えて使
う必要がなくなったといえる。最近、アマゾン奥地
で開催されたキリスト教基礎共同体の大会に出席し
た。テーマは「エコロジー」でアマゾンの自然をど
うやって護るかであったが、解放の神学者ボフは、
キリスト教基礎共同体＝コミュニターゼ・エクレシ
ア・ダ・バーゼの、エクレシア ( 教会の ) をエコロジー
に言い換えた。「貧しい人の声に耳を傾ける」を ｢
貧しくされている自然に耳を傾ける｣ というように
展開していた。原発問題はまさにそれにつながって
いることである。
　20 世紀の神学では「諸宗教の神学」と「解放の
神学」を 21 世紀に引き継ぐべきものであると考え
ている。この世界に多くの宗教が、また多くの貧し
い人が存在するという別々のことに関して、如何に

理解するのかということで生まれた別々の神学で
あったが、それが今お互いに必要とし合っている。
　「諸宗教の神学」では、「イエスこそ真理」という
立場を強調するのではなく、「神」を中心とし、登
る道は違っても頂上は同じという理解がある。しか
しそれでは何でも良いのかという問題があり、新た
な真理契機が必要である。そして解放の神学の立場
を捉え、その宗教がどの方向を向いているのかを問
題にしている。つまり、イエスという名前を出さな
くても、イエスと同じことをいっている人たちとそ
こで一致し、「神の国」をもたらそうという立場に
なる。
　「解放の神学」は「貧しい人の優先」が中心にあ
るが、当初はラテンアメリカなどキリスト教世界の
枠内の貧しい人たちだけを見ていた。しかし他宗教
の世界に貧しい人が沢山おり、キリスト教の枠内だ
けで捉えているのは矛盾である。そこで「諸宗教の
神学」が必要となった。
　このようにして 2 つの神学は互いを必要とし合
う密接な関係であり、活動で一致するということは、
どのような神の国を目指すのかというネットワーク
をつくっていくことになる。

　次に滝澤氏は、いま気になっている 3 つのこと
について、話してくれました。

【教会が教会であること】
　昨年 12 月 16 日の衆議院選挙は、状況を自分が
見誤っていたことが明確になった。大変ショックで
あった。コンピューター通信の世界では、圧倒的に
自民党政権に戻してはいけないという意見であった
が、実際は自民党圧勝で、その違いに衝撃を受けた。
バーチャルなネットワークの弱さを感じたが、よく
よく考えると当然。無数の情報・意見が飛び交って
いるが、それを取捨選択している。例えばフェー
スブックはお友達関係ということでつながってお
り、別の価値観を持っている人は仲間にはならない。
3.11 以降、多くの人が当然原発反対であろうと思っ
ていたが、小選挙区という問題があるとはいえ、結
果はそうではなかった以上、もっとやるべきことが
あったのではないか。ネットワークの有効性を信じ
るに足るものにさせるにはどうするのか、それが私
たちの課題である。

松本敏之さん
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　そして負けた中でどうするか。ボンヘッファーは
1934 年に「武器による戦いには勝利はなく、神と
ともになされる戦いのみが勝利をおさめ、そのこと
によって十字架に行き着くことになっても、勝利は
そこにある」と述べている。私たちは勝ちにこだわ
るが、負けたことを受け入れて、その上でどうする
のか。友人で昨年末に亡くなった沖縄・宮古島の牧
師が最後に「教会は教会であることだけを考えてお
けば良い」と語った。それは教会であることだけを
考えていればやがて、教会は社会の問題にかかわら
ないでいられない、という命題が必ず生まれてくる
ということなのだろう。勝つことに強迫観念さえ持
たされてきた自分に打ち勝ち、弱さの中にあるもの
を見つめていくことを続けて行きたい。
　2 月 28 日、上関原発建設地の向いで３０年間反
対し続けてきた祝島漁協が、漁業補償金を受け取る
ことになった。今まで祝島漁協は補償のことは議題
にしないことにしてきていたが、５３名という小さ

な漁協で単独では漁協を維持でき
ず、県漁連の支部になった。結果
その圧力の中で３１名の賛成でそ
うなってしまった。これからも上
関原発建設の反対は続けていくと
しているが、負けることを強要さ
せられている。沖縄のオスプレイ
配備も同じである。そのような動きに加担し弱さを
踏みにじる側にいることを、私たちは自覚したい。

　応答の後、質疑応答・意見交換が活発になされま
した。参加された方からは、「深く考えさせられた」

「力を得られた」などの声が寄せられ、参加者は決
して多いとはいえないかもしれませんが、意味ある
会になったと思います。講演者・応答者に感謝しま
す。
　（なお、講演・応答の内容要旨の文責は秋山にあ
ることをお断りします。）

滝澤　貢さん

CNFE活動記録（2012.11.14 〜 2013.6.1）
12 月 7 日 「市民意見広告」に団体賛同

（13 年 5 月 3 日朝日新聞他掲載）

12 月 25 日 下北半島「あさこはうす」発展
プロジェクトへ支援カンパ

2 月  5 日 第 4 回運営会議開催
報告・協議の他、福島の有機農業農
民の闘いの映像『それでも種を撒く』
鑑賞

3 月  2 日  第 1 回学習・講演会開催
（本紙別掲記事参照）

3 月 ～ 4 月 「あさこはうす」桜植樹カンパ活動
実施
但し、目標額（10 万円）は達成し
たが、苗植樹時期が逸してしまった
為、計画の再調整を行うことになっ
た。

4 月  9 日 第 5 回運営会議開催（総会準備）

4 月 21 － 25 日 崔共同代表、台湾・蘭嶼島事件（高
線量放射線廃棄物問題）に関わるシ
ンポジュームに参加。

4 月 30 日 2013 年度総会開催
2012 年 度 活 動 報 告・ 会 計 決 算、
2013 年度活動計画・予算などを承
認。特に、
①活動計画で、関西地域での会員交
流及び同地域の反・脱原発関連グ
ループとの連携形成のための集会等
を行うことを確認。（その準備のた
め 6 月 13 日に大阪で関西地域会員
と内藤共同代表との懇談会を開催す
る）
②これまで会員は個人に限られてい
たが、団体も会員になっていただく
ために規約改定を決議。
③ CNFE の幟を発注・購入すること
を決定。
なお、総会開始前にチェルノブイリ
の現在の報告映像を鑑賞。

5 月 22 日 「日印原子力協力協定に向けた交渉
停止を求める要望書」に団体賛同

6 月  1 日 『CNFE ニュースレター』第３号を
発行



　この問題への答えは核発電の開始まで遡る。
1953 年に米国アイゼンハワー大統領が「Atoms 
for Peace」を国連に提案した時核保有国は数カ国
で、米国は当初国内法であったものをベースに「核
拡散防止（ＮＰＴ）条約」を
提案して自らの、世界での核
優位を不動のものにし、その
代償として各国での核発電を
査察・軍事転用禁止等を条件
に認め、米国の輸出ビジネス
とすることとした。
　当初はこのＮＰＴ体制は機
能し、米国の原発メーカーＧＥ、ＷＨは原発輸出を
日本を初め各国に行った。しかし、やがて日本でも
原発技術を自主開発する段階になり、日立、東芝、
三菱重工が名乗りを上げた。その中で原発の過酷事
故が 1978 年のスリーマイル島、1986 年のチェル
ノブイリと発生した。特にチェルノブイリ事故は日
本を除く米国、欧州に深刻な原発への疑問を投げか
けることになった。図にあるように、チェルノブイ
リ事故以来、米欧での原発の新規稼働は激減し、む
しろ廃炉になる状況になった。１基約１兆円もする
原発の新規建設が停止になると、困ったのはＧＥ
( ゼネラル・エレクトリック )、ＷＨ ( ウェスティン
グハウス・エレクトリック )、フランスのアレバ。
 　売り上げが立たないと民間企業はリストラせざ
るを得ない。一方で日本はスリーマイル島事故、チェ

ルノブイリ事故どこ吹く風で原発の新規建設・稼働
を続けた。結果として、ＧＥは日立にＷＨは東芝に
身売りする状況、アレバは三菱と組む形となった。
そこに起こった福島事故。事故以来、脱原発の声

は日本中に湧き上がり、政府
は脱原発に舵を切ろうとした
が、米国が待ったを掛けた。
日本が脱原発となれば米国も
含め、原発企業／原発技術は
なくなる。それはＮＰＴ体制
の盟主の米国としては今後原
発大国となる中国／ロシアへ

覇権を渡すことになり、許しがたい。また復活した
自民党政権にとっても、米国の核の傘の下に居続け
ることで最近の中国等の脅威を振り払いたい。その
意味でも米国の意向に従わざるを得ない ･･･。これ
がタイトルの疑問への答えです。
　ＮＰＴ体制維持、原発企業／技術を温存するため
に、福島事故の検証も済まないのに原発輸出に血眼
になる。人類を滅亡させかねない使用済み核燃料（死
の灰）の処分方法もないまま、地球全体を汚し続け
る原発建設・稼働。
　私は「蛇のように聡く、鳩のように直くあれ」（マ
タイ 3：16）の聖句を思い出す。平和を阻む国家間
の対立をひっくり返すことができるのは、別次元で
連携できる国際的宗教の役目。イエスの視点で草の
根で。この世にあらん限り力の限り。
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員会の評価会合が示したわけですが、これが即時廃
炉にならないのがわたしたちの国の特徴です。その
特徴はもちろん良い面もあるのでしょうが、こと「い
のち」に関わることでは、マイナスに作用してしま
います。▼学習会で、原発政策以外に選択肢がない
経済界にも受け止められる反原発論理の組立が必要
とのフロアの意見がありました。考えさせられまし
た。▼立地地域が再生するために原発以外の選択肢
を一緒に見つける、そんな作業が必要なのでしょう。
それは、「過疎地」という名で棄民政策を良しとし
てきたわたしたちみんなに
関わる事態です。（ごみ）

▼福井県では敦賀原発原子炉の真下をとおる断層が
「活断層」の可能性が高いとの見解を原子力規制委

編集後記

日本は何故原発をやめられないのか？


