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＊不気味な静けさ
　いま福島を訪れた人は一様に驚く。「み
んな普通に暮らしている」と。まるで何
事もなかったように、人々が何の防御も
せずに街を歩いている（中手聖一、『世界』
４月号）。昨年末、野田首相が福島原発事
故の収束を宣言して以来、メディアにお
ける原発事故の露出度が激減し、人々は
〜福島においてさえ〜日常生活に戻って
いった。そして、大飯原発が再稼働され、
日本は３・１１前の日常に戻った感がある。しかし、ガイガーカウン
ターは「非常事態」を検知し、そこから人が避難しなければならない
と警告しつづける。原発事故二年目、多くの人々は放射能汚染地域の
中に埋没させられ、近い将来襲ってくるであろう被曝による健康被害
の潜伏期の中にすっぽり入っている。

＊25年のタイムラグ
　「会津若松も、東京も、全くいつもと変わらないように見えても、
そこにある放射能は人を殺します。チェルノブイリに調査に入ったわ
たしの同僚が何人も死んでいる」（クリス・バズビー博士）。低線量被
曝の影響を甘くみてはいけない。潜伏した病は必ず顕在化してくる。
チェルノブイリ原発事故から７年後、ベラルーシでは 20万人が中絶
した。20 年後、ベラルーシ、ウクライナ、ロシアでの健康被害者は
700 万人を越えた。とりわけ過酷なのが、健康被害が傷つけられた遺
伝子を通して世代を越えてこどもたちに受け継がれていることだ。日
本はこれから 25年のタイムラグでチェルノブイリを後追いしていく
ことになる。
　チェルノブイリから放出された放射性物質は広島型原爆 800 発分
と推定される。片や福島は、３つの原子炉のメルトダウンによる大量
かつ永続的な放射能漏れと４号機内にある原爆 5,000 発分を抱える
核燃料プール倒壊の危機。なすすべがない。チェルノブイリがレベル
7だとすると、フクシマはレベル 28 と言いうるだろう。人類史上初
めて、人口の密集する大都市圏にも高濃度の汚染が及んでいることを
勘案する時、３・１１から 20年後の日本に戦慄を覚える。
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＊３・１１とは〜東京中心のパラダイムの終焉〜
　「残念ながら、日本はだんだんと人口が減ってい
き、人口は 8,000 万人になるかもしれない」。今春、
アメリカ訪問時に野田首相がこう語った。これは以
下の日本とロシアの外務筋のやり取りに連動してい
る。「日本の外務省から伝えられた情報にロシア側
は驚愕。その内容とは、４千万人以上の日本人が放
射能の毒性により極めて危険な状況下にあり、東京
を含め、東日本の大半の都市から強制的に避難させ
られる状況に直面している…千島列島の日本への返
還は緊要な問題である。なぜなら日本にはこれほど
の人間を移住させる土地はないからだ」（千島列島
領有に関する日本との協議再開にあたりロシア外務
省が用意した新報告書）。
　人々が通常の生活へと回帰させられる陰で進んで
いるのは、首都機能や大手企業本社の西日本への移
転。皇室も京都へ。どうやら政府とビジネスは「わ
たしたちが農業や酪農をして何十年も生活を築いて
きたとしても、ひとたび、その土地が汚染されれば、
もう二度と戻れない」という小出裕章さんの言葉、
低線量被曝の危険性を誰よりもよく認識しているよ
うだ。一億二千万から四千万を引いて 8,000 万人。
この引き算の答えが杞憂に終わってほしいと祈るよ
うな気持ちだ。

＊断念する〜キリスト者が勇敢に証しすべきこと
　「福島、南東北、関東首都圏の大半のエリアは居
住は無理です。妊婦、こども、未成年男女、妊娠可
能な女性は、これらの被曝エリアから、放射能汚染
の程度が圧倒的に低いエリアまで退避すべきです」
（木下黄太）。このような言葉を語る人は少ない。嫌
われ、煙たがられる。しかし、この言葉を敢えて語
る人はいのちの側に立っている人だ。いのちを大切
にするキリスト者も、まやかしの平安ではなく、こ
の言葉を語りたい。
　事故二年目、社会は３・１１前に戻り、今後の
課題は既存の原発の再稼働問題（原子力政策の是
非）に移ったように見えるが、そうではない。今後
の原発の稼働／停止に関わらず、すでに放出されて
しまった放射能汚染が取り返しのつかないレベルに
あるという過酷な現実を直視し、低線量被曝の危険
性を信念をもって発信し、「いのち」を選び取る生
き方〜いや、自分にとって大切だった何かを勇気を
もって断念しないといのちを選び取れない！〜を証
ししていくこと、それがわたしたちの課題であるよ
うに思う。新しい、過酷なパラダイムの中を果敢に
生きるために。大間、玄海、泊など全国の原発を止
めるための地道な取り組みと、国境・民族を越えて
脱原発に向かうダイナミックな連帯を、上滑りしな
い、地に足のついたものにしていくために。

緊急要請―――大飯原発の拙速な再稼働策動の即時中止を求める
総理大臣　　　　野田佳彦　様
経済産業大臣　　枝野幸男　様
原発担当相　　　細野豪志　様
官房長官　　　　藤村　修　様

　私たちはキリスト者として、３．１１福島原発事故によって
もたらされた惨状と今も故郷を離れ、職を失い、放射能汚染に
怯える人たちの苦しみを思い、子供たちの未来に再び放射能の
被害を引き起こさないために、戦後の原発体制そのものを根本
的に捉え直すべきだと考え以下の３点を要請いたします。
１．フクシマ原発事故の徹底した原因究明を求めます
　３・１１フクシマ原発事故の原因が津波によるのか、地震に
よるのか、その原因究明もいまだなされていません。時に大飯
原発の場合は災害対策も十分でなく、政府の求める基準でさえ、
数年後でないと具体化されません。しかし地震はいつ起こるの
かわからず、起こってからでは手遅れというのは今回の事故で
体験済みです。大飯原発及び他の原発の再稼働、核燃料サイク
ル事業の即時中止を求めます。

２．海外への原発輸出の停止と使用済み核燃料の海外での埋蔵
計画の破棄を求めます
　フクシマ原発事故の原因究明もなされないまま、ヨルダンや
ヴェトナムなどに海外への原発輸出を日本の国会が承認したこ
とに私たちは驚きを隠しきれません。「海外からの要請」があっ
たことを理由にしていますが、原発の輸出及び使用済み核燃料
の海外への持込み・埋蔵計画を完全に破棄することを求めます。
３．公聴会の開催を求めます
　フクシマ原発事故の事故調査委員会の最終報告書が出された
後にも、政府の委員会だけでこれを処理するのではなく、国民
に対して公聴会の開催を求めます。またさらに、上記がなされ
た後にも、全国どの原発の再稼働についても、最低限 100㎞圏
内の各自治体で公聴会が開催されることを求めます。

２０１２年５月２日
	 原発体制を問うキリスト者ネットワーク（CNFE）
	 共同代表：鈴木伶子、崔勝久、内藤新吾
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下北「核」半島スタディ・ツアーへの伏線

　今回のツアーのことを話すとすれば、今年一月
に横浜で開催された「脱原発世界会議」での話か
ら始めなければなりません。世界会議の準備をし
ていた時に、既にこの下北「核」半島スタディ・
ツアー（略して下北ツアーと呼びます）について
は、①各原発の使用済み核燃料は六ヶ所村に集
まってくる、②各原発の使用済み核燃料プール、
六ヶ所村の中間貯蔵施設はもう 7割方詰まってお
り、ここを押さえれば全原発が止まる。しからば、
ここがどんな状況か調査が必要との考え方があり
ました。それを世界会議に来ていた韓国の方々に話
したら「韓国では核廃棄物の実態がよく分かってい
ないから、そのツアーに是非参加したい」との意向
が寄せられました。
　それに勇気づけられて、2月から準備に入りまし
た。諸々の条件からして 6月初旬実施しかないと
なり、大慌てで準備に取りかかりました。
　一番頭を悩ましたのは、参加費。下北、函館を
回る 4 泊５日のツアーはどう考えても 8 万〜 10

万。参加者
が 出 せ る
金 は 5 万
が MAX と
し、その差
額 約 百 万
を 捻 出 し
な い と い
けない。い
ろ い ろ 考
え、何とか
カ ン パ で
と、それぞ
れ が こ の
ツ ア ー の
趣 旨 を あ

ちこちで訴え始めた。そしたら、神様はお見捨てに
ならなかった。そのお金に近い額を「寄付しましょ
う」とH.K さんが現れた。後は我々が身を粉にし
て頑張るしかないと思いました。特に JTB、OBの
八木沼さんのツアー実現の貢献が大でした。

下北ツアーの概要

　ツアーは 6/5 東京発夜行高速バス〜 6/9 函館発
羽田着の飛行機の日程で実施。詳細はホームページ
をご覧下さい。
　参加者は国内 36 名、韓国 7名、スイスＷＣＣか
ら 1名の 44 名。国内は牧師、信徒、市民運動家、
大学教師など多士済々。韓国は脱原発をめざすキリ
スト教界の活動主体がこの 3月に結成されたがそ
のコアメンバーが主体。またスイスからは、ＷＣＣ
（世界教会協議会）の核問題担当責任者＆平和と軍
縮プログラム委員長、ジョナサン氏が参加された。
いろいろ回りました。6日は①三沢で核燃サイクル
1万人訴訟原告団事務局長の山田清彦さんのお話、
②花とハーブの里での昼食、③六ヶ所原燃ＰＲセン
ター見学、7日は④田名部教会で核の中間貯蔵施設
はいらない ! 下北の会代表で教会員の野坂庸子さん
のお話と建設中の中間貯蔵施設見学、⑤あさこはう
すで、小笠原厚子さんのお話と参加者の名前入り記

下北「核」半島スタディ・ツアーを終えて
大久保徹夫

特集
下北「核」半島スタディ・ツアー
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　韓国キリスト教界参加者の方々の脱原発への熱い
思いと「日本よ頑張ってくれ！」という叱咤激励を

感じました。また、ＷＣ
Ｃのジョナサンさんと
の話も大変、勇気を与え
られる話でした。特に千
歳教会でのスピーチは
WCCとして原発に対し
てどう考えているかを
ハッキリ示しています。
　原子力発電という言
葉で核兵器とはまった
く違う「平和利用」とい
う言葉で騙されてしま
いますが、原子力発電＝

核発電です。「核（兵器・発電）は全人類・全被造
物と共存できない存在」だという認識を持たねばな
らない。と明言しています。
　（共同宣言文、ジョナサン氏の千歳教会スピーチ
共、邦訳をホームページに掲載）

今後について

　横浜世界会議、下北核半島スタディ・ツアーと続
けてきて、私たちは脱原発で、国内だけでなく、モ
ンゴル、韓国、そして更に台湾、中国、ベトナムと
いった東アジア全体にわたる「草の根」的な連帯の
輪が作れることを確信しつつあります。
　今回のツアーが最初、どんなに無謀なことに見え
たか…、しかしそれがこのようにまったく不思議に、
正に神のみ手に守られたかのように、道が開け、遂

念プレート設置、桜の記念植樹、⑥自然エネルギー
の風車についてＮＰＯ法人理事長、富岡敏夫さんの
お話と風車「まぐるん
ちゃん」見学、⑦岩田牧
師の六ヶ所での闘いの
お話。8日は朝フェリー
で函館に渡り、観光ツ
アーと平行して⑧函館
市役所の幹部との脱原
発に関する意見交換会、
⑨大間原発建設阻止訴
訟の公判の傍聴、⑩カト
リック湯川教会での脱
原発の闘い交流会、⑪啄
木亭での夕食兼公判の
河合弁護士からの報告と小笠原厚子さんのお話、⑫
明日のデモで使うプラカードの作成。9日は、⑬日
本基督教団函館千歳教会での各地脱原発の闘いの紹
介、⑭その後、記者会見と共同宣言発表、そして⑮
函館市内のデモ行進。
　とても盛り沢山でしたが、参加者はヒーヒー言い
ながらも、喜々としてスケジュールをこなしていま
した。

成果

　今回のツアーでの最大の成果と言えば、①国際的
な脱原発の闘いについて、思いを一つにする人々が
「同じ釜の飯」を食って、顔を合わせて熱く意見を
交換し、手を取り合う仲間ができたこと、②特に各
原発で固有な闘いをしてきている実践家の方々が顔
を合わせた交流ができたことです。
　また、「共同宣言」をツアー中に作るのは時間
的に困難だろうと、事前にスタッフが準備しまし
たが、それを知った韓国の方々が、「そうではなく、
実際に現場を見た私たちの肉声を共同宣言にして
欲しい」と 8日の夜、ほとんど徹夜？に近い状態
で韓国語で「共同宣言文」を作り、それを邦訳し
たものを共同宣言発表の 9日朝、私たちスタッフ
に投げてこられた。私たちは時間的、設備的制限
の中、朝食食堂で鳩首会議を開き私たちの考え方
も盛り込んで、何とか格好の付く形に仕上げ、記
者会見場に持ち込みました。

▲むつ市に建設中の
使用済み核燃料中間貯蔵施設

▲共同宣言文を読み上げる松田さんとチェ・スザンナさん
− 千歳教会で −
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吉野洋美

　企画タイトルを見た瞬間、「行く！」と決めた。
　「考えよ！『原発』が何ものか」。との示唆は何
度もあったはずなのに、私は目の前のことにかま
け続け、結果として避けてきた。
　その私の無関心が、生きてきた年月そのまま、
これだけの原発を日本に建てた！とようやく知っ
た衝撃は、表現の仕様がない程だ。
　更に地震・津波の威力の前に「いのち」の意味を
どこに見出せるのか、「クリスチャン」としてのア
イデンティティーの様なものがあるとしたら、それ
はどういう意味があるのか、全てが渦巻く気がした
のだ。
　ゴスペルの源流から奴隷制度を調べていた私は、
キリスト教会の闇に直面していた。
　奴隷制と原発とに共通項が見え、「それは私自身
にもつながるのだ。原発を見過ごしてきたのは、片
手で鞭を振るい、もう一方で聖書を差し出し正当化
するのと同じなのだ。原発という仮面下での発展は、

常に被曝労働と核ゴミ、そして立地地域の疲弊を大
前提とするのだから」と思い至った。そして、原発
立地の現状を肌で感じたい、訪れたいと思った。
　重たい気分のまま、素直になれない辛いイース
ターが過ぎ、ネットを漁るうち、ある出会いから
CNFEを知った。
　『原発体制を問うキリスト者…』とあったので「原
発に象徴される様々な『体制』を、どのように捉え
考え、行動するのが自身と相互をキリスト者たらし
める事なのか」を、摸索し合う集団なのだろうと推
測した。しかし、会話の大半に気力が付いて行かな
かった。
　このツアー、現地での収穫はもちろんだが、メ
ンバーとの出会いも、思いがけない光となった。
　それぞれの方たちが、人生を賭けて真摯に原発
『体制』と向き合っている。『体制』は私の中にも
あるのだと、具体的に気付かされた出会いもあっ
た。
　「生かされている」というのは「時間を頂いてい
る」ということ。だから「時間をかける」のは「い
のちをかける」。
　自分のやり方で「普通の感覚」に正直になり、
時間を使っていくこと。それが「いのち」の意味
を追い求める私の、キリスト者としての在り方な

▲函館市内のデモ行進

▲風車まぐるんちゃん前で説明する富岡理事長
ー 現地 TV 局の取材も −

行することができたことを反芻しています。脱原発
は日本国内での活動も大切ですが、更に国際的連帯
を模索し、東アジア、そして世界にその輪を広げて
行く必要があると思います。
　来年は韓国ソウルで 7年に一度開催される「Ｗ
ＣＣ世界総会」があります。その主題は「いのちの
神よ、我らを正義と平和にお導きください」です。

世界は、国という単位で分断されていますが、キリ
スト教界はそれを横断的につなげられる可能性を秘
めています。そこに向かってもアピールして行きた
いと考えています。

下北「核」半島スタディ・ツアー　　参加者の声
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のかもしれないと励まされた。
　なぜなら私達の内には既に、「普通の感覚」を見
つけ出せない『体制』が無意識に蔓延っているから
である。イエスの「否！」を聞き取らねばならない。
　現地の抗う方たちは皆、強くて柔らかかった。「信
仰は、柔軟でなければ…」。あるセミナーでの言葉を、
その輝く笑顔の奥に思い出していた。
　私も持ち場で、強く柔らかくありたい。
　核の脅威を押し付けねばならない子供たちに、心
を垂れつつ。

見えないものを見ること
　　　　金宥良（在日大韓基督教会・高槻伝道所）

　私は今回のスタディツアーで実に多くのことを学
ばされました。その中から二つのことをここに記し
ておきたいと思います。
　まず一つは、キリスト者の正義と平和の働きは、
見えない人の見えない働きだということです。私
は今回のスタディツアーで、下北半島で反核運動
をしておられる多くの牧師先生、そして教会員の
皆さんと出会わされました。彼ら彼女たちは皆、
私たちの想像を絶する厳しい迫害を受けながら
も、神の正義と平和を実現するために働いておら
れる方々です。「核の『中間貯蔵施設』はいらない！
下北の会」の代表として活躍しておられる田名部
教会の野坂庸子さん、大間原子力発電所の建設反
対に孤軍奮闘しておられる「あさこはうす」の小
笠原厚子さん、その他にも多くの方々と出会わさ
れました。それでも、今もまだ見えないところで
神の正義と平和を実現するために闘っておられる

▲脱原発への思いを語るキム・ヨンボクさん
− 啄木亭で −

▲核燃料集合体（長さ４ｍ）
ー 六ヶ所 PR センターで ー

方々がおられることを覚えておかなければなりま
せん。見えない人の見えない働きこそ、キリスト
者の働きなのですから。
　もう一つは、何と私はイエスを否認した、あの
弟子たちの足下にも及ばない者であるかと改めて
思い知らされたことです。イエスが捕まったとき、
イエスの弟子たちは皆、イエスを見捨てて逃げて
しまいました。弟子の中の弟子であったペトロは、
先ほどまで側にいて寝食を共にしていたイエスに
呪いの言葉を吐きながら、「あなたがたの言って
いるそんな人は知らない」と言ってイエスを拒絶
し無視しました。しかし、鶏が再び鳴いたとき、
ペトロもまた泣いたのです。私はどうだろうか。「お
前なんか知らない」と言って拒絶し無視した隣人の
ことを思い起こし涙しただろうか。そう思うと、た
だただ恥かしくなるばかりです。いつも共にいる隣
人、いつも私のすぐ側にいて共に住む隣人に対して、
相変わらず呪いの言葉を吐きつつ無視し続けていな
いだろうか。キリスト者は、そこをしっかりと見つ
めつつ問い続けなければなりません。見えないもの
を見ること、これこそキリスト者に与えられた神の
恵みなのですから。
　最後に一言付け加えておきたいと思います。それ
は、スタディツアーの最終日に函館千歳教会でもて
なしてくださったカレーライスのことです。私はあ
のカレーライスを頂いてなぐさめられました。見え
ないところで見えない働きをしてくださった函館千
歳教会の皆さん、心から感謝いたします。
　シャローム！
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　二本松で４０年間有機農業をして来た農民達と、
郡山の若い母親達とが話し合う場に同席した。
農民：「安全・安心」いうことで消費者に買っても
らってきたので、田畑が汚染された以上、購入を断
る人の気持ちも分かる、悔しいけれど。でも1年たっ
て「安全」を取り戻しつつある。
母親：有機農業をしてきた皆さんと、子どもたちが
最大の被害者ですね。逃げられれば良いけれど、そ
れも出来ないし。ともかく、子どもに安全な食べ物
を食べさせることで毎日必死です。
母親：私たちは原発や放射能にまったく関心を持っ
ていませんでした。でも事故以降、様々な葛藤を経
て、「福島原発告訴団」にも加わり、小さなグルー
プですが脱原発に向けた活動をしています。除染を
徹底的にしてもらいたいけれど、それも進んでいま
せん。農地はどうですか？
農民：田畑の除染方法はいろいろいわれているが、

土と野菜そのものの力に期待しているし可能だと
思っている。実際、そうなんだ。
市民：彼らが生産した野菜を検査していますが、ほ
とんど「不検出」です。「それでも種を撒く」と生
産を止めなかったことは正しかったと思う。
農民：放射能不検出の地元産と、検査もしていない
遠隔地産が並んでいても、やはり地元産は買っても
らえない。風評に惑わされずに『安全』ということ
をキチンと理解してもらいたいのだが。
母親：分かっているのです。安全であること、そし
て地元の農家を支えることの重要さも。でも『安全』
と『安心』ということは別という気持ちがどうして
もあって、地元産を避けてしまいます。
農民：ともかく、風評で農民と消費者が分断される
のではなく、直接対話することを積み重ねたい。
母親：私たちもそう思うし、そう願っています。

（Reported	by	秋爺）

　放射線（α線、β線、γ線、中性子線）は生物、

特に人類のような高等生物に悪影響を与える。その

細胞が増殖するときの設計図たるDNAを傷つける

からだ。

　地球が46億年前にできた後の放射線と生命の関

係を見よう ( 図参照 )。原始地球にはとてつもない

放射線が降り注いでいた。そ

れでも35億年前には原核細胞

（バクテリア）が海の中に生ま

れる。25億年前ごろになって

強い地球磁場ができ、太陽か

らの放射線が直接降り注がな

くなった。同じ頃、シアノバ

クテリアが発生し、大気のほ

とんどの成分であった CO2 から酸素 O2 をはき出

すようになり現在の大気が構成される。また、私た

ち多細胞生物の元である真核細胞（多種の原核細胞

の核が一つに集まった細胞）ができる。そして 10

億年前頃に真核細胞が集まって多細胞生物ができ、

海中で様々な生物が発生する。更に酸素ができた

ことで、約 5億年前に両極域にはオゾン層ができ、

紫外線を防御できるようになることで、陸上での放

射線量も減り、生物は陸にあがり、爆発的に種が増

加した。

　人間は約 60兆個の真核細胞からなる多細胞生

物。DNAは二重らせん構造になっているから、少々

の放射線が当たって、その片側が傷ついても、もう

片側によって修復される。しかし、細胞分裂する時

には一時的にDNAが一重にな

る。その時に放射線に当たる

と、修復できない。細胞分裂

が活発な幼少期での放射線感

受性は大人の 4倍あるという

のはこのことによる。その 60

兆個の細胞の一つでもDNAが

傷つけられガン化すれば私た

ちは生きていけない。

　現在私たちが受ける自然放射線量は世界平均で

2.4mSv/ 年。しかし、原発や核実験によって野放

図に地上での放射線量が増えて行けば、5億年前頃

の状態に戻り兼ねない。現生人類が発生したのは僅

か17万年前、図中に表せないほど右端だ。創世記

の最後に登場する人間が「神がよしとされた世界」

を破壊していいものか。

こらむ 放射線と人類のような高等生物 by チ ァ ー ゴ

こらむ

各地の取り組みレポート①　　核被災地の農民と母親との対話
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が、今、厳しく問われています。教会信徒向けの雑
誌は 12 月号が最も売れて、8月号が最も売れない
と聞きました。平和が主題になるからだそうです。
そんな時期に、このニュースレター第 1号が発行
できたことは意味あることかもしれません。ぜひご
活用ください。そして執筆者に感謝！！　（仙人）
▲ようやく紙媒体の「会報」「機関誌」「機関紙」( ？ )
をお届けできます。某かの運動体や団体にとっては
生命線だと思いますが、「ネットワーク」という言
葉が前面に出たわたしたちの会では、ここまで来る
のが大変でした。自画自賛の記事だけでなく他画自
賛となるような各地の取り組みもいろいろと掲載し
たいですね。各地で取り組んでいらっしゃるレポー
トをお待ちしております。
（みぃ）

▲「平和」を常に考え求めることは当然のことだと
思いますが、8月は特別それを考える時にされてい
ます。「敗戦」「戦争責任」を確認する時期だからです。
それに加え、「原子力平和利用＝原発＝潜在的核兵
器保有」という構造をつくりあげてきた「戦後責任」

編集後記

　CNFE は全国各地に会員が広がるネットワーク
です。ネットワークは、みなさんの声や情報が集め
られ、共有されて広がりが持てるのだと思います。
会員相互のコミュニケーションがより円滑に進んで
いく、自由な風の吹く CNFE になるように、以下
のコミュニケーションツールを用意しますので、ご
活用ください。
どんなコミュニケーション手段を考えているか
①リーフレット
　入会キットとして、これのほかに規約と入会申込
み書、振替用紙セットです。完成しましたら、みな
さんたくさんお持ちくださって是非お知り合いにお
話ください。
②ニュースレター
　今回が第 1号。年間数度の発行。多くの会員に
登場していただきたいし、旬な話題を取り上げたい
です。
③ホームページ
　世界に向けて発信する、誰でも見られる部分には
基本的見解や、これまでに起きてきた原発をめぐる
出来事の解説、これまでの CNFE の応答としての
活動、入会案内を書きます。
　会員向けに制限したページ「アゴラ」では、書記

からの報告記事などを掲載する「おしらせ広場」と、
会員が自由に記事を寄せることが出来る「とうこう
広場」、過去の文書などを収めた「資料室」に分か
れます。
④メーリングリスト
　今後とも続けていきます。会員限定の通知は、書
記から送られています。メーリングリストは、会員
ではない人も含まれている、おおらかなツールです。
⑤掲示板（BBS）
　これは自分でも自由に投稿できる上に、過去の関
連記事が一列に表示されるので、議論も重ねやすく
検索も可能です。メーリングリストでは行方不明に
なりやすいメールも、BBS なら大丈夫です。

＊ホームページとメーリングリストは、2012 年 8
月 1日からリニューアルされます。お楽しみに。
＊ホームページや、会報、掲示板への投稿をお待ち
しています。
＊尚、メーリングリストやホームページ上から入会
の意志を示していただくことは出来ますが、その場
合、お知らせいただいた住所に、入会キットをお送
りして本人確認とし、入会申込み書の返送及び年会
費払込みをもって会員登録をいたします。

CNFE会員同士を繋ぎたい
〜これからのCNFEのコミュニケーションツール〜

書記　井口　真


