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＊日本基督教団の総会が終わったが・・・
　去る 10 月 23 日～ 25 日、東京池袋の
ホテルメトロポリタンで第 38 回日本基
督教団総会が開かれ、そこには原子力発
電諸問題に関わる、以下の二つの議案が
提出されていた。
　・議案第 40　上関原発建設計画の白
紙撤回と既存原発の即時廃止を日本政府
に求める件
　・議案第 47　日本基督教団として脱
原発への働きに参与することを確認する件
　最終日の三日目、総会の残り時間も少なくなって、ある議員からこ
の二議案を先議する動議があり、無記名投票で行う案は可決したのだ
が、このままでは明らかに上程の時間がなくなることは誰の目にも明
らかであったにもかかわらず、何と先議するというこの動議は、賛成
少数で否決されたのである。反対した議員方は 3・11 以降、初めて
開催した教団総会において “ 何事もなかったかのように ” ただ教会の
伝道進展、推進のことのみを確認して、この大事な総会を終えること
に、何の痛みも感じなかったのだろうか。世界の、特にアジア諸国の
教会との交わりの中にある教会として、日本基督教団は世界に向けて、
何の意思も発せずに総会を終えてよいと、本当に考えたのだろうか。
　閉会直前、石橋秀雄議長は採決を願って提出した、他のいくつかの
議案と共に、上記の二議案を常議員会付託とすると提案して議場の承
認を得、かろうじて二つの議案は生き残った。「伝道」第一、「信仰告白」
文と教団の憲法による一致などを第一とする人たちが、志を同じくす
る人たちの前準備、計画通り？に三役と常議員 27 名を選んだ今総会。
今年内に召集されるであろう新常議員会において、この二議案がどの
ように審議されるのか、期待しつつ、見守るほかはない。
　これが、戦時中に神の真実の証人たりえなかった、歴史の大きな罪
を背負いながらも、なお神にゆるされて宣教の使命を果たすために、

「この世のための教会」として建てられている日本基督教団という教
会の一つの現実である。CNFE には他教派の教会に属する多くの方々
がおられることを承知の上で、まずこのことをお伝えしたが、これら

原子力発電所との共存・共生を願う青森県
─　そうさせているものは？　─

日本基督教団野辺地教会牧師　白戸　清
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CNFE活動記録（2012.8.1 〜 11.13）
８月１日　機関紙「ニュースレター」第 1 号（創
刊号）発行／新ホームページ公開

８月 24日　第 2 回運営会議にて、「下北＜核半
島＞地域スタディーツアー」を終了し、新たに「国
際連帯プロジェクト」「学習・講演会プロジェクト」
の設置を決定。

８月30日　モンゴルから提案された No Nukes 
Asia Actions（NNAA) に 呼 応 し NNAA-Japan
の立ち上げ準備会を「国際連帯プロジェクト」が
中心になって開催し、設立を決定。

９月30日　声明「大間原発の建設断念を強く求
める」（呼びかけ団体：大間原発訴訟の会、脱原

発をめざす女たちの会北海道他）の賛同団体とな
る。

10月 11日　アメリカ在住会員の萩谷海さんか
ら「アメリカでの反原発運動の現状」を聞く会を
開催（国際連帯プロジェクト主催）

11月 10日　NNAA-Japan 主催、CNFE 国際連
帯プロジェクト共催で「NNAA 設立と記念講演
会」として、講演会「原発体制と原発メーカーの
責任」田中三彦氏他、及び NNAA 設立のメディ
ア発表を行う。

11 月 13 日　第 3 回運営会議開催。「ニュース
レター」第 2 号発行

のことは今後の私たちの会のあり方、進み方と無
関係ではないと思うからである。
＊六ヶ所村を始め、青森県が求めるもの
　さて、現在、日本のエネルギー政策の大きな流
れは脱原発に向かっていると言えよう。
　ところが「核燃料サイクル基地」（その中心に
再処理工場があり、現在、最終試験段階にある）
を抱える六ヶ所村、すでに原発があり、新設計画
もある東通村、そして早くも大間原発の建設工事
が再開された大間町などのある下北半島、別名「核
燃半島」を有する青森県は、この全国の動きとは
まったく逆の方向に進んでいる。一言で言えば、
今後も原子力発電所が稼動する社会と共存して行
こうというのである。青森県は最終的な核のごみ、
すなわち高レベル放射性廃棄物の最終処分地には
しない、という国との確約を担保として保持しつ
つ、全国の原発を稼動し、核燃料サイクル政策を
継続していくことを、県も六ヶ所も国に訴え続け
ている。このような情況の中にも、少数ではある
が県内にはもちろん、脱また反原発運動を担って
いる諸団体があり、地道な抗議活動を継続してい
ることもお伝えしておきたい。
＊「核燃マネー」に頼らずに生きるための戦いに、
全国各地からの連帯を！
　国の原子力行政にここまで従順になる土台に

は “ 貧しい ” 地方を虜にする餌として膨大な額の
「原子力マネー」「核燃マネー」が支払われること
はよく知られている。六ヶ所村の古川健治村長は

「『第一次産業と共生する総合エネルギーの村』を
目指す」として、風力発電や太陽光発電事業も前
向きに活用していこうとしているが、他方、それ
らは「原子力と比べれば、経済効果のスケールが
全然違う。村を支えるような雇用を生み出すのは
難しい」と語る（最近の地方紙より）。なお、地
元の高校生の 3 割が原子力関連の企業に就職し
ているという（因みに、日本原燃の高卒者の初任
給は 16 万円近くである）。
　私たちは経済、雇用、仕事、働く場の確保とい
うこの根本的な問題を、この世にある教会にも深
く関わる重要な問題の一つであると受け止めた
い。教会もまた、この世に立つ限り、各自が働く
こと、生活して生きること、いのちが守られるこ
と抜きに伝道していくことはできない。福音に生
きることと、被曝（労働）者を生み出す原発に依
存する生活とは、決して相容れない。私たちは青
森の、また六ヶ所の、莫大なお金に心も生き方も
奪われている現実を、そのような危険なものには
依存しなくともよい、もう一つの新しい現実へと
変えていく戦いを、全国の平和と命を愛する人々
と共に続けていきたい。
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原発事故からの生活
宮崎　由美子

　「まだ悩んでいる。」これが現在も続く正直な気
持ちです。
　昨年 3 月に東京電力福島原子力発電所の事故
が起こり、一時は自宅を離れ避難（自主的避難）
していましたが、娘たちの通う小学校は 4 日遅
れの新年度を始めました。
　決断も出来ず自宅
に戻り、娘たちには
屋外活動時間の制限
がある学校生活を送
らせる事になってし
まいました。それで
も制限があったから
守られていた部分も
ありました。今年度
は「復興元年」と位
置付けられ、屋外活
動時間の制限を解除
されて、ほとんどの
屋外活動が開催され
ています。保護者の
心配を無視するかの
ようにです。質問し
ても返ってくる言葉は「除染したからもう大丈夫
です。」この「大丈夫」の言葉に不安になるのです。

事故により排出された放射性物質を全て取り除く
事は不可能だと知ってしまったから。
　でもどうして、事故前の状態には決して戻れな
いと分かっているのに生活してしまっているのだ
ろう。考えれば考えるほど出口は見えません。こ
んな風に「まだ悩んで」生活している人は少ない
のかも知れません。もう「安全」だと思ってしまっ
た方が楽だから、考えてもしかたがないのだから。
そんな空気が福島県を覆っています。
　それでも私は何かできる事はあると思いたい

のかも知れません。
チェルノブイリ事故
を教訓に対策を取る
ことが大事だと思い
ます。低線量被爆の
影響はまだ本当には
分 か ら な い の だ か
ら、内部被爆を出来
るだけ防ぎ、時には
保養に出る事も必要
なのです。その上で
継続的な健康診断の
実施が行われる事を
望みます。
　事故のあった原子
力発電所の廃炉は長
い年月がかかるので

しょう。そして膨大なお金も費やされるのでしょ
う。先の見えない生活と共に、きっと放射能の影

　私の勤務する東京YMCAでは、震災が起きたその日から様々な支援活動
に取り組んできました。初期の緊急救援から、刻々とニーズは変化していき
ました。その支援活動の中に、福島に暮らすご家族のための「リフレッシュ」
キャンプがあります。2011 年度だけで 15 期 20 有余のキャンプを開催し
ました。その中で僕が、一緒に大いに笑い、そして切なくなり、涙も流した
3人の方に原稿をお願いしました。
　福島で暮らすこと、その複雑な胸の内。何かしないではいられない思い。
耳を澄ませたいと思います。力を合わせましょう。
　　　　　　　ＣＮＦＥ書記
　　　　　　　東京YMCA西東京コミュニティセンター　　井　口　　真

特集　　　フクシマからの声

芝生の庭を見つけた子どもたちは、一目散に走って行きまし
たが、アスファルトから芝生に切り替わる場所でピタッと止
まって振り返り「お母さん、芝生で遊んでいい？」と聞きま
した。福島では芝生の上は線量が高いため、入らないように
と言われているのです。「いいよ！」と言った時の子どもたち
の嬉しそうな顔。子どもの nature は遊ぶことだと思うのに。
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響は消すことは出来ないのです。同じ過ちと
同じ悲しみを繰り返さない為にも、「原子力」
について決断しなければいけないと思うので
す。

池田　真由美
　「気をつけて何か良くなるなら頑張るけど、
もうどうにもなるものじゃないし…」 
　あるテレビの取材で若い女性が答えていま
した。原発事故以来、人々は本当に沢山悩み
我慢してきて、目に見えないものに怯え続け
る事への自己防衛で『気にしない』事を選択
したのは当然だと思います。現に私自身も『楽
になりたい』と思うことが多々あります。でも、
子供を思えばそうはいかないのです。 
　放射能の事を必死に調べて、多方面の意見を聞き、
自分なりに出した答えは（最大限の警戒は必要！）
だと言うこと…親の事情で福島に留まっている以
上、出来るだけの被曝は防いでいかなければなりま
せん。 
　子供たちを無用な被曝から守るためには地域や学
校の結束が不可欠です。しかしながら、今の福島や
私の住む郡山市の現状は少し違う方向に向かいつつ
あるように思えてなりません。除染も済んでない所
でイベントをやったり、風や雨を気にせず屋外活動
をしたり。 
　やみくもに子供たちを我慢させるのは可哀想です
し無理なことです。だからこそ大人が知恵を絞り工

夫して活動させなければならないと思うのです。 
具体的には『保養』もその一つです。更に屋内施設
の充実も急務だと思います。砂場なども備え子供が
思いっきり走り回れる屋内施設、遊び心があって保
温面の設備もしっかりしている屋内プールなんかが
気軽に行けるところにあったら…と言う声を沢山耳
にしたことがあります。 
　放射能を気にしていても口に出来ない難しい温度
差が生じている中で、自助努力だけでは精神的にも
金銭的にも追いつめられていきます。 
　保養などの長期継続支援、屋内施設の充実、コン
スタントな除染、定期的な体内検査等々、課題は沢
山ありますが、親の願いはただ一つ『子供の健やか

な成長』なのです。 
　そのために、どうか努力を惜しまない世の
中になってもらいたいです。 

 
福島第一原発の事故に思うこと

平栗　朱実
　震災が起こる約５ヶ月前、私は家族と共に
娘が走るロードレースの応援のため、福島第
一原発の近くにいました。私は以前医療従事
者であったにもかかわらず、ただなんとなく
恐いなくらいの印象でした。そして、こんな
無関心が今の苦しみを生むとは思いもしませ
んでした。

戸隠の逆川での写真です。火をつけてマシュマロ焼き（スモア）
を楽しみました。

GW におこなったリフレッシュキャンプ。妙高はまだまだ雪
がたっぷりありました。屋根から雪が落ちると、僕らは危険
だから下に行かないでねと思いますが、お母さま方は、地鳴
りかと思ったとおっしゃいました。地震の時の地鳴りが耳か
ら離れないそうです。
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　思い出してみれば、事故直後の郡山はとにかく大
変なことが起きたとか、よくわからないけど恐ろし
いといった風潮でした。避難を選択せずに（できず
に）残った人達は、程度の差はあれ子供を守らねば
という感じだったと思います。
　大きな余震もある中、娘達の通う小学校では
PTA 活動を一切自粛し、家庭の中での子供を守る
役割を優先させ、唯一活動したのは外部講師を招い
ての放射線勉強会だけでした。でも校内の除染がす
すみ、校庭の表面を剥ぎ取って校庭隅の地中に埋め
てからは…“ もうそろそろ大丈夫だよね？ ” って。
いろんな所から声が聞こえてきました。住宅はおろ
か通学路の除染もされていないのに、何が大丈夫だ
というのでしょう？全く理解できない中、ただただ
できる限りの自己防衛をする日々でした。
　震災以降、一変した生活。
　スポーツが得意な長女と、活発で家の中で遊ぶこ
との少なかった次女。行き止まりの私道に面した我
が家は、子供達の遊ぶ声がいつも響いていました。
車での移動以外全く外に出ない生活は、子供達に
とっておしゃべりや寄り道がつきものの下校を誰と
も共にしないこと。当然、友達との壁もできてしま
いました。
　さらに、娘達はそれぞれクラスで一人だけのお弁
当持ちであること。 給食を食べないことにいい顔
をしない担任と、覗き込んでからかう男の子達の中
でどんなに辛かったことでしょう。でもそんな中、
私も娘達も “ 自分 ” に戻れる時間もありました。

　福島の子供達を心配してくださる方々の善
意で時々保養に出掛けることができたので
す。限られた時間ではありましたが外で遊ぶ
ことができて、沢山の笑顔とともに、帰りに
は涙が溢れました。どれほどのご縁を頂いた
でしょうか。“ 福島を、福島の子供達を忘れ
てないぞ ” と、沢山の声に今でも励まされて
います。
　私達の、“ 外を歩かない ” 生活が約１年続
いた今年の 4 月、郡山市教育委員会は屋外活
動の時間制限を解きました。これにより、震
災以前同様の “ 普通の生活 ” に戻る人達が溢
れ出しました。学校で教えられた “ ちょっと
は危険だよ、でも大丈夫だよ ” を信じる子供
達も。“ 放射線のことを心配する人 ” は四面

楚歌、大人も子供も “ 心の壁 ” を作らざる得なくな
りました。とても悲しいことです。でも私が一番辛
いのは、子供達を守りきれなかったこと。
　あの時なぜ真っ先に逃げなかったのか？
　私が選択しなかった “ 避難 ” と、私が天秤にかけ
た “ 命の重さ ”。
　子供達の未来を最後まで見届けることのできない
自分に、これから償う術などあるはずもないのに。
　美しかった故郷を、汚れていない子供達の体を返
して欲しい。
　心配のない未来を返して欲しい。
　今からでも、すべての子供達を少しでもリスクの
少ない状況にしてやりたい。
　それは “ 大切な命 ” の権利だと思うのです。
　この福島第一原発の事故で苦しむ人達の中には、
東京電力を決して許さないと強く思う反面 “ 悲し
み ” のうほうが深すぎてなかなか立ち上がれない人
達もいます。
　福島の “ 声 ” がまだまだ小さくても、それは決し
て諦めたサインではありません。
　きっと声の届かないことに悲しくなったり、疲れ
たりしているのです。それと、大きな力にその声が
踏み潰されているからかもしれないのです。
　でも、ひとりでも多く少しでも早くその悲しみか
ら立ち上がって、東京電力と闘わねば…。
　償えない罪と向かい合って生きるために。

東京では 10 万人集会を翌日に控えた日でした。僕は We 
shall over come を歌いながら、涙が止まらなくなってしまし
ました。ご家族の皆さんも、一人、また一人と泣き出しました。
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　中国電力（以下、中電）が 1982 年 10
月に「上関町が原発建設の有力地である」
と発表してからちょうど 30 年の月日が流
れました。この間、ありとあらゆる手段
を使って原発を建設するための工作が行
われましたが、祝島の住民を中心とした
根強い反対運動が続けられ、工事の本格
着工には至っていません。
　昨年 3 月 11 日に起こった東日本大震災
は東北地方を中心に大きな被害をもたら
しましたが、東京電力福島第一原発の事故は福島県
民をはじめ、多くの人々を放射線の恐怖と不安の中
に陥れました。この事故によって中電は原発建設工
事を中断せざるを得なくなりました。しかし、中電
も地元上関町の「推進派」の人たちも今なお「安全
な」原発を建てる努力を続けていくとしています。
　ここで二つの文書を紹介します。まず 9 月 14 日
付で中電が苅田社長名で発表した「革新的エネル
ギー・環境戦略」についてのコメントから（一部）。
　政府は、本戦略について不断の検証・見直しを行っ
ていくこととしており、当社としては、先送りされ
た課題への国による取り組みを冷静に見極めながら
対応したいと考えています。原子力発電については、
安全性に対し多くの方が不安を感じておられるとい
う現状を改めて真摯に受け止め、引き続き安全対策
を徹底し、原子力発電が重要な電源の一つとして信

頼いただけるよう努めてまいる所存です。
　二つ目は、同じく中電が 9 月に上関町内全戸に
配布した文書から（一部）。
　今後とも、皆さまに電力を安定的にお届けすると
ともに、地球温暖化防止に貢献していくためには、
様々な電源をバランスよく活用することが重要で
す。
　そのためにも原子力発電は、安全確保を大前提に
一定の比率を維持する必要があり、原子力比率の低
い当社にとって上関原子力発電所は、必要不可欠な
電源です。
　こうしたことから、現時点において、電力の安定
供給に資する上関原子力発電所の重要性に何ら変わ
りなく、当社では、上関原子力発電所の建設を断念
することは考えておりません（引用ここまで）。
　皆さんはこの文章を読んでどのように感じられる
でしょうか。ここまで原発に固執できる「エネル
ギー」はどこにあるのだろうかと思わざるを得ませ
ん。中電は「断念」していないという証拠に、10
月 5 日、上関原発にかかる埋立て免許の延長を山
口県に申請しました。
　山本山口県知事は県議会で埋立て免許の延長を認
めないと答弁していましたが、今回の延長申請を受
けて不許可処分にすることを再度明言しました。山
本知事は「今の時点では許可できない。不許可の処
分とする」と述べ、理由として「国の政策が明確で
ない段階で、土地利用計画も明確に整備することは

上関原発は絶対に建てさせない
日本基督教団光教会
　　　牧師　橋　本　　直　行
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できない」と語りました。
　山本氏は自民、公明両党の推薦を受けて 7 月に
行われた選挙で当選し、8 月 22 日に就任したばか
りの新知事です。対立候補と目された飯田哲也氏が
脱原発と自然エネルギーの推進を訴えたために、急
遽「上関原発は凍結」と言い出したのですが、「今
の時点では」とあるように近い将来の政権交代をに
らんでの発言であったことはもはや明らかでしょ
う。
　仮に総選挙が行われて自民党中心の政権が発足す
れば、原発推進政策が復活する可能性は大です。そ
うなると、今は「不許可」としておいても、次回の
申請を許可すれば「凍結」を解凍することができま
す。ですから、地元の人間は知事の発言をほとんど
信用していません。
 これに関連して 10 月 7 日の「上関原発を建てさ
せない祝島島民の会ブログ」は次のように語ってい
ます。
　福島原発の事故で日々の生活を失った多くの人た
ちの姿や、原発ゼロを求める国民の声、原発建設中
止や凍結を求める周辺自治体の決議、そして何より
原発問題による祝島島民をはじめとした地元住民の
30年もの苦しみが、中国電力にとっては顧みるに
値しないものであるということは、この延長申請と
いう行為からも明らかです。
　山口県知事は既に結論を出している以上、審査に
一カ月と言わず、一日も早く不許可処分を決定し、
上関原発計画の白紙撤回という道を中国電力に指し
示すべきです。
　また国も、大臣の発言だけに止まらず、国として
明確に上関原発問題に終止符を打つべきです。国や
県、町や電力会社が責任を押し付けあう間は、地域

住民の苦しみは終わりません（引用ここまで）。
　本当に残念で悲しいし、福島の人々に何と言っ
たらいいのか私にはわかりません。しかし、それ
でもなお立ち止まらず、「白紙撤回」に向けて市民
の力を発揮していきたいと思います。
　ところで、私が属する日本キリスト教団では 2 
年に一度総会が行われますが、10 月に開催される
総会に提案する議案（上関原発建設計画の白紙撤
回と既存原発の即時廃止を日本政府に求める件）
を起草しましたのでその一部を紹介します。
　私たちは、この原発事故の原因が自然災害だけ
ではなく、人間の側にもあることを痛感しています。
「安全神話」が喧伝され、ほとんどの国民がだまさ
れてきました。しかし、私たち人間に「絶対」など
ないのです。それゆえに人災の側面があることを強
く思わされますが、それはまた、私たち人間のおご
りや自己中心的な思いから来るものでもあります。
　そもそも「核」は人間の手に負えないものである
にもかかわらず、私たちはこれを手にしてしまいま
した。「平和利用」という美名のもと、多くの人を
差別し、多くの人の健康を損なうことによって、さ
らには、美しい自然や貴重な生命を奪いながら、日
本は原発を動かしてきました。このことは、創造主
である神に対する大きな挑戦であり、冒涜です。
　私たちは神に対して、そしてまた未来を担う子ど
もたちや若い世代に対して重い罪を犯してしまいま
した。反対の声を上げてきたものの、結果的には原
発を許し続けてきた者として深く謝罪します。
　「平和利用」であろうとなかろうと、私たちのい
のちと暮らしを脅かす核には否を唱えます。
　このような中で、原発の新規建設計画は中国電力
上関原発だけとなっています。私たちは、今こそ上
関原発建設計画を白紙撤回し、既存原発を即時廃止
することを強く求めます。そして、自然エネルギー
を中心とした原発のない真に豊かな未来をともに創
り上げていきたいと思います。
　キリスト者として福音を宣べ伝えるとはどのよう
なことなのか、いつも考えさせられています。その
原点は言うまでもなくイエスの生涯、生き様にあり
ます。弱い立場に置かれた人々と共に生きたイエス
の姿をいつも想い起こしながら、また、与えられた
出会いを大切にしながら、生きていきたいと願いま
す。

貴重な海洋生物・鳥類も豊富です



　私たちは地球上に住んでおり、周囲の環境、動物、
植物、などと調和して生きています。毎日の生活の
すべてにエネルギーを必要としています。私たちが
食事をすると、胃腸にある酵素がその成分である炭
水化物を分解し、ブドウ糖にします。そのブドウ糖
が筋肉細胞の中で酸素と結合して水と炭酸ガスに分
解される時にエネルギーを出し、細胞が伸縮するこ
とで筋肉が動き、体
を動かします。車は
ガソリンによって動
き、樹木は太陽の光
を受けて光合成をし
て成長します。
　自然科学的な言葉を使えば、私たちの住む世界は
化学反応によって成り立っているのです。原子核そ
のものは全く変化していません。図で水は酸素１、
水素２の原子が結合していますが化学反応はこの原
子間の離合集散です。
　地球上の最初の生命が 38 億年前に誕生してから
この方、この「化学反応の世界」で生命、世界は変
化してきて、現在があります。そして、そのエネル
ギーの源流をたどれば最終的にほとんどすべてが太
陽に由来します。
　ところが、核反応は違います。図の原子核（実際
はウランの原子核）そのものを壊すことで、化学反
応の百万倍ものエネルギーを取り出す技術です。こ
の激烈な特徴に目を奪われた世界の主要国の指導層

は覇権と技術的優位を目指して、軍事利用といわゆ
る平和利用に邁進しました。
　さて、この「核反応の世界」はどんな世界でしょ
う。核反応は私たちの身近にはなく、太陽の中心部
では 1500 万度で水素の核融合反応が、また地球の
中心部の高温、高圧の下でウランなどの核分裂反応
が起こっています。どちらも私たちとはまったく違

う遠く離れた世界で
す。そして核分裂反
応による生成物は生
物に有害な放射線を
数十万年も出し続け
ます。地球の初期の

状態は放射線がとても強く、大型生物は生存できま
せんでした。大型の多細胞生物が発生できたのは、
放射線が低いレベルになった 5 億年前です。つま
り「核反応の世界」は根源的に「化学反応の世界」
に生きる生物・人類とは共存できないのです。しか
し、人間はその「核反応の世界」をすぐ隣に創って
しまいました。そしてフクシマ事故によって「核反
応の世界」が「化学反応の世界」に侵入してしまい
ました。26 年前に起こったチェルノブイリ事故の
悪影響もまだ終わっていません。フクシマ事故も同
様な経過を辿るでしょう。生物・人類が今後も安定
した「化学反応の世界」で生き続けるためには、「核
反応の世界」を即刻、完全に廃絶する（葬り去る）
ことが最善の方法だと思います。

こらむ 化学反応の世界と核反応の世界 by チ ァ ー ゴ

こらむ

原発体制を問う
キリスト者ネットワーク
NewsLetter No2 2012.11.13
〠 270-2231 松戸市稔台 7-1-2
日本福音ルーテル稔台教会付
Mail 　info_cnfe@jcnfe.sakura.ne.jp
URL　http://jcnfe.sakura.ne.jp/
郵便振替 00190-8-728135
名義：原発体制を問うキリスト者ネットワーク

途上にありますが、やはり「紙媒体」が重要ではな
いかなと思わされています。ブログ、ツィッター、
フェースブックなどから遠く、かろうじてメールだ
けはどうにかという者の思いなのかもしれません
が、紙媒体が大切だといってくださる会員がそれな
りにおられてホッとしています。
◆今号は各地での取組みや声で編集しました。原稿
を寄せてくださった方々に心から感謝いたします。
◆もう少し勝手が分かってきたら、皆さんの意見や
提案を誌面に反映していきたいと思います。年度内
にもう 1 号刊行できればと
願いつつ。　（仙人）

◆ＣＮＦＥ「ニュースレター」第 2 号をお届けし
ます。会員間のコミュニケーションのあり方は未だ

編集後記


