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ＡＲＰＮスポーツ部発⾜足！！               
スポーツ部。部員募集のお知らせ      

はいどーもぉ！                 
栃⽊木県出⾝身の井川真⼀一です。           
いよいよやってきますね。僕が⼀一年でイチバ
ンにテンションが上がる季節が。        
そうです！初夏です！（笑） 

この度、ARPNスポーツ部を結成しようと思

います。それに伴い、部員募集をしています。 

スポーツの種⽬目は特定していませんが、  

今のところジョギングとか、これからの季節

で登⼭山とか。 

ジョギングに関しては発展先としての、来春

の名古屋マラソンに団体として出場とか。 

思考してます！ 

男⼥女女年齢不問。キッズ歓迎。 

僕⾃自⾝身、スポーツ万能なわけではありません。

初⼼心者どうしでワイワイやったら楽しそうじ

ゃないですか？ 

経験者のリーダー的指導も同時募集します。 

興味ある⽅方ご連絡ください(^^) 

正会員 井川真⼀一 

スポーツ部定期連載第一弾！！  
 

副代表を今年度も務めます岡本です。 

今回から来年のウィメンズマラソンに向けて走る事が大の苦手な私が（笑） 

練習を始めました。 

1 年かければなんとか走れるだろうと考えています。 

 

実は・・・ウィメンズマラソンに２年前から出たいと考えていました、当会が

設立して初めての出店イベントが栄であり、その日は丁度ウィメンズマラソン

の日でした。 

走っている皆さんを見ていて、なんだか私もあそこに一緒に並んで走りたい、                   

原発事故の被害者だって本当に普通の人なんだって知ってほしい。 

 

そんな思いから今年度当会でスポーツ部が                          

立ち上がり、そこに私が所属します                   

マラソン部隊も作ってもらいました。 

しかしながら・・・                          

ほんとに走る事が苦手な私（汗） 

お友達や妹に相談をしながら一緒に                               

走ってもらってます。 

 

そして、この子は私の相棒（笑）                               

私のすべてを支えてくれてます。                          

まだまだ始めたばかりで、                               

総走行距離８.３キロ（笑） 

 

一緒に走ってくれる人大募集中です！！                   

まずは９月にあるアクトスリレーマラソン！！ 

定例会やメーリングリストでお手を挙げて下さいね～～   

                           （副代表 岡本） 

 

※スポーツ部は今後も会報で定期連載します。参加、応援お願いします。      
次号もお楽しみに~♪ 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは事務局までお願いします。	 

・正会員（年会費無料）	 

	 賛助会員（年会費１口 1000円お願いしております）	 

	 会員についてのお問い合わせやお申し込み	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

・ご意見やお子さんのイラストなどの郵送	 	 

・手記を読んでいただいた感想について	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

・イベントのお問い合わせ（フェイスブックでも随時発信しております。）など	 	 	 	 

〒466-0053名古屋市昭和区滝子町２８番１０号	 司法書士法人よつ葉合同事務所	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 あゆみ R.P.Net	 事務局	 江里	 二郎	 宛	 

E-mail	 jimu@ayumi-rpn.com	 	 	 TEL	 080-3076-8005	 	 	 FAX	 052-883-2013	 

・手記の購入希望の方は 070－5259－1842	 岡本まで（15時~20時にお願いします）	 

~あとがき~	 

今年度より、会報の編集委員になりました、モヤ子です。	 

昨年度、手記の編集委員をしていた時、「皆さんの原稿がいち早く読めるなんて、お得」と思っていました。	 

今回の会報作りもそんな気持ちでいます。	 

ＰＣ作業などは、全く・・・ですが、先輩たちに教えてもらいながら、やっていきたいと思います。	 

どうぞよろしくお願いします！	 

	  

ＡＲＰＮの名前の由来、	 

フェイスブックにて公開中！！	 

時々聞かれる名前の由来。	 

「ＲＰって放射線防御って意味？」	 

っていうすごいご意見も聞きました！	 

気になる方はあゆみフェイスブックへＧｏ！	 

フェイスブック：	 

	 	 	 	 https://www.facebook.com/ARPN210	 

ＨＰ：	 http://www.ayumi-rpn.com/	 
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甲状腺のエコー検査 
３⽉月 22⽇日に⺠民医連様のご厚意で、名南病院にて避難者を対象とした 

甲状腺のエコー検査が⾏行行われました。 

あゆみ R.P.Netは設⽴立立時から⺠民医連様に 

多⼤大なるご⽀支援とご協⼒力力をいただいて来ましたが、 

今回のエコー検査でもあゆみ R.P.Netの為に枠を設けてくださいました。 

当⽇日は多くの会員さんが検査を受けさせて頂きました。 

我が⼦子達の検査結果はこちらでは公表はできませんが、             

私⾃自⾝身は 15ミリ程の嚢胞があり、中が⽯石灰化しているとのことでした。 

健康⾯面に影響が出てくる時期が被曝時から 

おおよそ４年後からと⾔言われている⽉月⽇日を経て、 

今後も丁寧に検査を続けていく必要があると伝えられました。 

健康被害の不安は募るばかりですが、 

今の私たちには定期検査しかなすすべがありません。 

診察時間外の⽇日曜⽇日に私たち避難者の為に検査体制を整えてくださり、      

また、検査結果のエコー動画や診断書も後⽇日⾃自宅に郵送してくださった      

⺠民医連様、名南病院様へ厚く御礼を申し上げます。   代表 井川景⼦子 

※検査結果については個⼈人情報がありますので、転載や他の場所で発表される場合、   
必ず事前に ARPN事務局（または本⼈人）へのご連絡をお願いします。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※※甲状腺検査の現状などについては、２~３ページに「甲状腺検査の現状と原発事故⼦子ども・被災者⽀支援法」を合わせてご覧ください。        
国が検査を進めているのは、福島県内の⼦子どものみです。そのため当時１８歳以上であったら、福島県内であっても、検査対象から外れます。      
愛知県内にも、福島県外からの避難者も多くいます。対象以外の⽅方は基本的に⾃自費で検査をするしか、すべがありません。

ARPN会員数（4/30現在）  
正会員  ５４名 
賛助会員１５５名	  

新緑が美しい季節になりましたが皆様⽅方
におかれましてはいかがおすごしでしょ
うか。幹事の猪腰です。       
ツツジの鮮やかさに驚く今⽇日このごろで
す。あと、ハナミズキもすごいですね。
幹事の猪腰です。          
次回の定例会のご案内です。                          
会員の⽅方はどなたでも参加可能です！ 
会員検討中の⽅方も是⾮非参加ください！ 
皆さま振るってご参加頂けますようお願
い申し上げます。 

次回定例会のご案内 
「YOGA とチェルノブイリ」 
チェルノブイリでヨーガ療法を⾏行行った 
講師の半⾕谷さんのお話を聞いて 
チェルノブイリ原発事故から福島原発 
事故を考えましょう。 
そして実際にヨーガ体験をしましょう。 

◯⽇日時：６⽉月１４⽇日（⽇日）  
１３：００~１６：００  

◯場所：愛知県司法書⼠士会館 
【持ち物】運動しやすい服装 
バスタオルまたはヨガマット 
お⽔水（飲み物）タオル ヘアゴム等 
 

次回以降の定例会 8⽉月 9⽇日（⽇日）、 

10⽉月 11⽇日（⽇日）、12⽉月 13⽇日（⽇日）に

定例会を予定しています。 

（⽇日時は変更する場合があります。） 
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甲状腺検査の現状と原発事故⼦子ども・被災者⽀支援法 
○福島県「県⺠民健康調査」における甲状腺検査 

福島県県⺠民健康調査検討委員会の甲状腺検査評価部会は、去る３⽉月
２４⽇日、中間報告をまとめ、平成２６年末までに事故当時１８歳以
下だった⼦子ども約２９万７，０００⼈人に対する甲状腺検査の実施結
果、８７名ががんと診断されたことを明らかにしています。この結
果について中間とりまとめでは、福島県においてはチェルノブイリ
に⽐比べて放射性ヨウ素による被ばく線量が低いなどいくつかの理由
によって、放射線の影響は考えにくいとしていますが、通常１００
万⼈人にひとりの発症率といわれる⼩小児甲状腺がんが、わずか３０万
⼈人のうち８７名に発症していることを異常だと感じるのは私だけで
はないでしょう。 

ところで平成２３年６⽉月から始まった甲状腺検査で
すが、その対象は県外避難者を含む福島県⺠民であり
かつ１８歳以下の⼦子ども限られており、福島県⺠民以
外の⽅方や、福島県⺠民であっても事故当時１９歳以上
であった⽅方は対象とされていません。また検査結果
の告知の仕⽅方や説明が不⼗十分であるなどの問題等も
指摘されています。 

○「県⺠民健康調査」対象外の⽅方の甲状腺検査の実情 

放射性物質の拡散は福島県にとどまっているわけで
はありませんし、福島県外の地域が福島県内の地域
よりも必ずしも放射線量が低いといった結果にはな
っていませんので、福島県⺠民と同じように健康上の
不安をお持ちの⽅方が福島県以外にも相当数いらっし
ゃいます（当会の正会員も福島県以外からの避難者
も少なくありません）。また成⼈人であっても事故当
時に被ばくした放射線量を考えると健康上の影響が
まったくないとは⾔言い切れず、不安を抱えている⽅方
も少なくはないはずです。こうした⽅方々は福島県
「県⺠民健康調査」における甲状腺検査の対象外とな
っており、原則として健康保険も使えず、⾼高額な検
査費⽤用を全額⾃自⼰己負担して、検査を受けなければな
りません。避難者にとっては莫⼤大な避難時の費⽤用が
かかっており、それに加えて検査費⽤用は極めて重い
負担となっています。 

今年は、愛知⺠民医連様が⽀支援の⼀一環として検査を含
めた健康相談を実施していただきましたが、本当に
ありがたい限りでした。 

○原発事故⼦子ども・被災者⽀支援法から⾒見見た甲状腺検
査のあり⽅方 

平成２４年６⽉月２７⽇日に施⾏行行された「原発事故⼦子ど
も・被災者⽀支援法」は、その第１条に「福島第⼀一原
⼦子⼒力力発電所事故により放出された放射性物質が広く
拡散していること、当該放射性物質による放射線が
⼈人の健康に及ぼす危険について科学的に⼗十分に解明
されていないこと等のため」として、放射性物質が

広く拡散していることとその危険性について⼗十分に解明されていな
いことを認めたうえで、被災者がそのことによって「健康上の不安
を抱え」「その⽀支援の必要性が⽣生じていること」等にかんがみ、「被
災者⽣生活⽀支援等施策を推進」することを明記し，その⽬目的のひとつ
を「被災者の不安解消」としています。そしてその基本理念には健
康被害を未然に防⽌止する観点から、健康管理に万全を期すること
（第２条５項）を定めています。 

また健康診断の実施については、少なくとも⼦子どもである間に⼀一定
基準以上の放射線量が計測される地域に居住したことがある者及び
これに準ずる者については、⽣生涯にわたって実施されることになる
よう必要な措置が講じられる（第１３条２項）ものとしています。
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第三回⼝口頭弁論                                              
３⽉月 12⽇日名古屋地⽅方裁判所にて第三回⼝口頭弁論がありまし
た。今回の傍聴席は 100⼈人程⼊入る法廷に三分の⼆二くらい席
が埋まりました。                            
毎回来て下さる⽅方も⾒見見えてとても嬉しく思います。 
さて、今回の⼝口頭弁論では被告側の反論の書⾯面を裁判所に提
出しました、という物でした。 
あっという間に終わってしまって、どのような反論かも分か
らずでしたが、その後、名古屋地⽅方裁判所の横にある桜花会
館にて弁護⼠士の先⽣生から説明を受けました。 
国は、原発を設置した事について違法性は無かったと主張し
ています、また津波や地震は予⾒見見可能性が無かったので責任
は負わない、東電に対しても適切な指導をして⼗十分な対策を
とってきたので責任は負わない。と国の⾮非は全く認めていま
せん、全国の訴訟においても同じような感じみたいです。 
東電は、原賠法の中でのみ責任を負うと⾔言っています、国と
同じく津波・地震の予⾒見見可能性は無かったと⾔言っています。
結局責任逃れですね。 
今後は、福島原発の事故が実際どのような物だったか、これ
までの私達の苦悩や今なお続く不安を無かった事にされない
ように強く訴えて⾏行行きます。どうぞ応援宜しくお願いします。 

 
~次回⼝口頭弁論~ 
６⽉月５⽇日（⾦金金）午後 1時３０分~ 名古屋地⽅方裁判所      
にて第４回⼝口頭弁論があります                
私達原告の背中をそっと⽀支えてください。                
傍聴来て下さる⽅方⼤大歓迎！！                                
宜しくお願いします。       （副代表 岡本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＲＰＮ⼿手記、販売始まりました。会員の皆様、⼿手記はお⼿手元に届きましたか？                                   
２０１１年３⽉月 福島第⼀一原⼦子⼒力力発電所の事故から、丸４年経ちました。                                            
あの時、東⽇日本にいた私たちが、それぞれの⼿手記をまとめ、⼀一冊の本にしました。                                    
正会員さんたちから頂いた⾔言葉や⽂文章は、第三者を通さない分、直接に誰かに届くはずです。                             
すでに読まれた⽅方は、感想をぜひお聞かせ下さい。   （⼿手記編集委員 モヤ⼦子）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで、さっそく感想第⼀一弾です！！                              

今回⼿手記に参加した「震災前と３年間とそして今」Ｉ.Ｓこと、いくママです。                                
⼿手記が出来上がるのを⼼心待ちにしていました。本を受け取った⽇日、⼦子どもたちが  
寝静まった後、皆さんの⼿手記を、⼀一気に読ませていただきました。                    
あの⽇日から突然始まった⾒見見えない闘い…みんながそれぞれ過ごしてきた⽇日々を   
思い、⼿手記を読みながら、いっぱい泣きました。                           
皆さんの家族を思う気持ち、離れた故郷を思う気持ち、今もそこに住む⼤大切な⼈人を 
思う気持ち、愛して⽌止まないその⼟土地を離れる⾟辛さ。沢⼭山の想いが溢れていました。                                                                                                            
⼤大多数の⽅方が今まで通りの⽣生活を望み、放射能なんて⼤大丈夫だという中で、⼤大事な 
ものを⼿手放してでも、とにかく守りたかったもの。                      
⾃自分だって半信半疑でしかないのに、短い期間に沢⼭山の決断を迫られたあの⽇日。  
知れば知るほど絶望的になり、いかに⾃自分が無知であったかと⾃自分⾃自⾝身に怒りさえ 
沸き、後悔して、泣きながら⼦子どもの寝顔をみていたあの⽇日。                                
⼀一時は無気⼒力力になり、何も⼿手に付かないときもありました。             
孤独な⽇日々を過ごしました。                                          
離れたからもう良いのではなく、⾃自分たちだけが良ければいいのではなく、    
何が出来るかを考え続ける⽇日々。                                   
そんな⽇日々をこえて、皆さんに出会えたことは、すごく幸運だったと今でも    
思っています。                                                                        
1⼈人じゃない。弱⾳音を吐いたって良いんだ。不安があっても、ここでなら話せる。 
定例会に参加する度にたくさんの元気をもらえる…ＡＲＰＮはそんな場所です。                                           
この⼿手記が 1⼈人でも多くの⽅方⼿手にとってもらえるよう、そして考えてもらえる   
きっかけになればと願っています。    （正会員 いくママ（編集委員））  
⼿手記の感想を募集しております。ぜひ事務局までお⼿手紙ください！！ 

~原発損害賠償申⽴立立について考えている⽅方へ~
福島原発事故損害賠償愛知弁護団が集団訴訟を
⾏行行っております。            
（福島県全域及び年間追加被ばく線量１ミリシ
ーベルトを越える地域に居住していた⽅方を対象
としています。）    

〒450-0002                                             
名古屋市中村区名駅 3丁⽬目 13番 26号 交通ビル 9階      
⼤大樹法律事務所(たいじゅほうりつじむしょ)内        
「福島原発事故損害賠償愛知弁護団」       
TEL：052-414-7338                
FAX：052-414-7339 

 HP	 http://genpatsu-‐aichi.org/	   

本の購⼊入希望の⽅方はお⼿手数で

すが８ページ掲載の事務局ま

で直接ご連絡お願いします。 


