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エール 4ｔｈ 出店                                   
３⽉月７⽇日 東別院にて、愛知ボランティアセンターさん主催のイベ
ント 「エール 4ｔｈ」に出店参加しました。         
今にも⾬雨が降り出しそうなお天気にもかかわらず、多くの⼈人があゆ
みＲＰＮのブースに⾜足を⽌止めて下さいました。              
話を聞いて下さる⽅方、できたての⼿手記を⼿手にとって読んで下さる⽅方、
さらに、あゆみＲＰＮの出店に合わせて来て下さった⽅方もみえまし
た。                                                       
震災以降、毎年３⽉月はどうしても気持ちが沈みます。今年は、皆さ
んとご⼀一緒できて、たくさんのエールを頂きました。本当にありが
とうごさいました。             （正会員モヤ⼦子） 

 

 

 

 

クッキー作り                            
４⽉月１から３⽇日まで 東本願寺総本⼭山にて、東⽇日本⼤大震災法要イベ
ント「カフェあいあう」があるとのこと。メールリストで、メッセ
ージ付きのお菓⼦子を作りたい⼈人を募っていました。       
ちょうどオーブンを買ったばかりで、お菓⼦子を作りたい気持ちが⾼高
まっていましたので、参加させてもらうことに。        
どんなクッキーを焼こうか？バターや卵を使ったら、間違いなくお
いしいけれども、なるべく植物性の材料で、普段家で⾷食べているお
菓⼦子に近いものを意識しました。                 
家にある⼩小⻨麦粉や砂糖、菜種油、きな粉や⾖豆乳、ココア、ジャム 
で、２種類のクッキーを作ることにしました。特に⼩小⻨麦や⼤大⾖豆は、
放射能汚染しやすいので、産地に気を付け、そして、遺伝⼦子組み 
換えでないものを選びました。                    
それにしても、お菓⼦子を焼いている時の匂いったら、なんて幸せな
のでしょう！さらにできたものを遠くの⽅方がたに⾷食べてもらえるな
んて！幸せな機会を作って下さった⽵竹原様に感謝します。         
（正会員モヤ⼦子） 

⽀支援センター⼿手記寄贈写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャリティーカット                        
３⽉月 30⽇日に私が勤務する美容院にて第 13回チャリティカットが⾏行行
われました。                           
⽉月曜⽇日は、スタッフにとって唯⼀一の休⽇日。                  
その⽇日に、あゆみ R.P.Net の T シャツを着て、胸に⽸缶バッジを付け、
私たち避難者の為にハサミを持ちチャリティヘアカットをしてくだ
さった想いに感謝しかありません。               
来院数は 58名のお⼦子さんとお⺟母さん。なので、1⽇日に 120名近く
の⽅方にお越し頂きました。今回もカット代⾦金金はすべて当会を含めた
3団体への募⾦金金となります。こういう形で、原発事故問題を共に伝
え続けてくださる仲間の存在が本当に⼤大きな⽀支えになります。       
今後のチャリティカットも、当会の正会員さんと⼀一緒に楽しめるよ
うに企画していきたいと思っています。                       
今回も有限会社おり紙様より 29329円の寄付⾦金金を戴きました。                    
スタッフの皆様本当にありがとうございました。    （井川） 

m.e.l by origami次回のチャリティカットは          
7⽉月 2１⽇日（⽕火）10:00~15:30                          
0歳から⼩小学⽣生まで ￥1000                                     
0120-305-088                                  
（予約受付７/１  10:00~スタート）                        
予約の際は「あゆみ R.P.Netの会員です」            
とお伝えください。                                            
（店舗住所：名古屋市⻄西区⼤大野⽊木 4-8）  
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つまり「原発事故⼦子ども・被災者⽀支援法」には、放射線による健康
への影響が不明であるのだから、⼀一定基準以上の放射線量が計測さ
れた地域にいたことのある⼈人等については、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ために、⽣生涯にわたって健康
診断等が実施するための措置が講じられなければならないというこ
とが定められているということになります。この法律にしたがえば
福島県⺠民だけではなく放射線の影響を受けた地域の住⺠民についても
甲状腺検査をはじめとした健康検査を受けられることになります。 

しかしながら、法施⾏行行後１年４ヶ⽉月弱が経過した平成２５年１０⽉月
１１⽇日にようやく閣議決定された⽀支援施策の「基本⽅方針」では、平
成２３年より既に実施済の福島県「県⺠民健康調査」を継続すること
が明記されにすぎず、その他については具体的に何も定めらません
でした。 

「原発事故⼦子ども・被災者⽀支援法」の基本理念に⽴立立ち返って、「健康
被害を未然に防⽌止する観点」から、放射線の影響を受けたすべての
地域のすべての住⺠民が、⽣生涯にわたって、いつでもどこでも安⼼心し

て検査を受けることができるように閣議決定された基本⽅方針の転換
を求めていかなければならないと思います。 

被災した⽅方には何らの責められるべきことも⾮非もないのに、これか
ら先何⼗十年もその⽅方⾃自⾝身あるいはお⼦子さんたちは健康上の不安を抱
えて暮らしていかなければなりません。せめて定期的な検査が受け
られて、健康被害を未然に防⽌止することができればどれほど安⼼心で
きることかわかりません。 

「原発事故⼦子ども・被災者⽀支援法」には国の責務が明記されていま
す。（「第３条 国は、原⼦子⼒力力災害から国⺠民の⽣生命、⾝身体及び財産を
保護すべき責任並びにこれまで原⼦子⼒力力政策を推進してきたことに伴
う社会的責任を負っている(後略)」）「国」の責務は国⺠民である私た
ちの責務でもありますから、皆様⽅方にも甲状腺検査の問題や実情を
知っていただきたく、そして問題意識を共有していただけたらと思
い、この記事を書かさせていただきました。 

原発事故被害者⽀支えあいの会「あゆみ R.P.Net」          
事務局⻑⾧長  江⾥里里 ⼆二郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島原発事故による放射能汚染は     

原発の近くだけでしょうか？          
あの日、数日間にわたって大量に放出された放射能は風に乗りました。 

それほど高くないところを飛んだため、標高の高い山で止まったり、  

あるいは平地でも雨と一緒に落ちました。                           

原発近くだけではなく、原発から離れた地域にも、まだらに高い汚染が  

でる地域ができました。                     

（右図は２ページの地図と地形を合わせた図です。山脈に沿って汚染  

したことがわかります。関東平野は雨によって落ちた汚染です。）                              

大量の放射能が空に流れた日、どこで何をしていたか、室内か、屋外か、

マスクはしていたか、条件一つ一つで各自の被曝量は変わっていきます。

年齢によってもリスクは異なります。さらに難しいことに、同じ量の  

被曝であっても、影響が出やすい人と出にくい人が存在します。 

チェルノブイリで唯一被害が認められている甲状腺癌。        

その原因される放射性ヨウ素は、福島原発からも大量に放出されました。        

取り込むと甲状腺に溜まる放射性ヨウ素は、半減期が８日と短く、    

３ヶ月もすれば甲状腺から消えてしまいました。                     

消えるまでの間にどのくらいの量が子どもの喉に留まっていたのか、  

そして甲状腺に影響を与えたのか…初期段階で内部被曝の検査はなく、  

もう私たちには知るすべがありません。                                                                    

親である私たちは、子どもに何かある度に、あの時の影響ではと、不安を

抱え、怯え続けます。あるいは汚染を知らないまま無防備に今も暮らし続

け、検査を受ける機会がないまま過ごしている多くの人々がいます。  

『正確な数値が残らないため、正確な被曝量が分からない事、知らされな

い事』と、『被曝していない事』では、意味が全く違います。  

チェルノブイリで多く発生した甲状腺癌は、早期に発見して治療すれば 

大丈夫と言いました。しかし実際には摘出や生涯にわたり治療が必要で 

あり、決して軽い病気ではありません。実際にチェルノブイリでも甲状腺

癌の発見が遅れたため、癌は全身へ転移して亡くなる子どもがいました。                                     

早期に発見するためには定期的な検査が必要です。                                      

福島県の甲状腺検査で、すでに転移が見つかった子どもも出ています。 

今回の事故との因果関係はないという言葉も聞かれましたが、実際に今回

の被曝との因果関係を見つけることも、それを否定することすらも不可能

だと思います。                                      

チェルノブイリの被害が明らかになったのは事故から４年目、５年目。 

まさに日本にとっての今…手遅れになってからでは遅いのです。    

私自身の周囲でも検査を受けている方は多く、その中で何らかの異常が出

ている方を複数人知っています。事故前なら、あるいは西日本なら当たり

前に定期的にフォローされるレベルでも、あちらでは問題なしと判断され

る事もあります。同じ日本なのに不思議ですよね…。 

                                   

                                                                

集団的自衛権や秘密保護法など、今の日本は様々な変化の時期のようで

す。事故の対応についても、チェルノブイリという教訓があったにもか

かわらず、年間被曝量１ｍＳＶの基準すら置き去りにして、20ｍＳＶ以

下の地域への帰村が始まりました。すでに被曝している人々に、この国

はさらなる被曝を重ねていきます。…私が避難して実感した事は、この

国は小さな声を拾ってはくれず、自分たちで守るしかないということ。

これからの国は子どもたちを守ってくれますか？事故から４年経ったの

に、未だにチェルノブイリ法より甘い基準でリスクを考えている現状

が、歯がゆくて、口惜しいです…。もっと皆さんの声をください…他人

事ではなく、1人 1人が自分のこととして、声をあげ、動いていかなけ

れば、今も危険の中にいる子どもたちに、さらに無用な被曝を強いて、

拡がり続け、健康被害が拡大していくかもしれません…後悔するのは私

たちだけで充分です。そういう未来が来ないことを切に願っています。           

（編集委員 いくママ）                                  

（2，3ページ共に文部科学省の測定値を元にした地図を使用しました） 

（余談ですが、個人的にオススメの汚染地図は「地球の子ども新聞」132 号

http://chikyunoko.exblog.jp/19427812/ の地図です。（地図は有料ですが、

サイトで無料の見本版が見えます。）「チェルノブイリ法」に合わせて、外部被ばく

と内部被ばくの合計で作成された地図で、チェルノブイリと日本の地図が隣り合っ

て掲載され、汚染状況の比較がしやすいです。日本のように外部被曝だけでの１年

間の積算で考えるのではなく、内部被曝の中で一番大きいとされる呼吸被曝や食品

被曝などの内部被曝を合わせて年間の積算量を考える形になっています。日本は現

在の基準値を超える食材はかなり減ってきていますが、事故前に取り込んでいた量

と比較すると、残念ながら確実に内部被曝量も増えているのが今の日本の現状であ

り、積み重ねたときのリスクを理解する必要は充分あると思います。） 
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1⽉月のお餅つきに参加させて頂きました、吉岡です。 

まさかの岐⾩阜県からの参加・そしてお恥ずかしなが
ら、今回の定例会が我が家にとって 2回⽬目の参加で 
した。 

当⽇日は皆さんに優しく迎えられ、なかなか顔を出せず
にいた私達にとっても、居⼼心地良く過ごすことが出来
ました。前⽇日に 3歳になった娘も⼩小さなお姉さん達に
沢⼭山遊んでもらい、とてもごきげんでした♪ 

しかし、いざお餅つきが始まり、主⼈人がお餅をついて
いると『パパ⼤大丈夫~？』と涙を流す始末。どうやら
パパがいじめられていると思い⼼心配したようです(笑) 

まだまだ臆病で、お餅つきの様⼦子を傍らで⾒見見ているこ
としか出来なかった娘でしたが、この⼦子なりに少しず
つ成⻑⾧長しているんだなぁと、つきたての美味しいお餅
を頂きながら、震災後 4年の歳⽉月を振り返りました。 

普段吐き出せない気持ちなど、皆さんと沢⼭山お話し、
スッキリして岐⾩阜へ帰りました！！また⾊色々な情報交
換が出来たら良いなと思います☆ 

正会員 吉岡さん 

	  

2 ⽉月定例会「反省と計画」~これからのあゆみ~（シンポジウムの準備会） 

岡本副代表より、「シンポジウムのトークセッションに出てください」との依頼を受け、詳しくお話を聞くべく、定例会に参加   
いたしました。定例会当⽇日、遅れて参加したわたしは、メディアの⽅方も数名いらっしゃってたのを⾒見見て、トークなんてできるの   
かな…と、おじけづいていました(笑)                                                                                                       
でも、こんな機会が頂けるなんて、そうそうないな、と考え直し、会員の皆さんと、シンポジウムのことを話し合いました。    
あゆみ r.p.netが丸 2年をむかえ、さらには、会員の⽅方の思いがぎっしり詰まった「⼿手記」発⾏行行の記念すべきシンポジウム！     
タイトル決めたり、⼀一つ⼀一つ内容詰めていったり…、本当にこの団体は、会員の⼿手作りなんだな、と実感しました！        
だからこそ、役員さんだけでなく、会員も⼀一丸となって進んでいくのが必要だし、それが楽しかったりするんですね！       
シンポジウムの準備のはずが、本番のように楽しかったです。                       正会員⽟玉野さん 

	  

	 	 	  

	 	 

	  

  

１⽉月定例会「餅つき⼤大会」~ウスとキネとのあいだには今年はあつーい餅がある~ 
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３月定例会 定時総会と記念シンポジウム 

ぶっちゃけトークライブに出席させて頂き、司会進⾏行行の⼈人達、    
⼜又、壇上の 4⼈人の避難している原発事故被害者達の当時から、     
現在、これからの事などの⼼心痛な意⾒見見や⾃自分を奮い起たせる      
ような前向きな意⾒見見などなど⾊色々と聞かせて頂き、とても共感し、   
感動致しました。 

⼜又、参加している⼈人達との質疑応答は本⾳音で語り合えてとても     
充実した時間を過ごさせて頂き、明⽇日から頑張ろうと⼒力力をもらえました。 

ありがとうございました。 

このように本⾳音で語り合える機会を是⾮非⼜又、開催して欲しいと思いまし
た。                       （正会員⼥女女性） 

	  

  

４⽉月定例会「お花⾒見見」 

４⽉月５⽇日、残念ながら⾬雨となり室内お花⾒見見。           
それでもたくさんの⽅方が参加して下さいました。 

ホワイトボードには上⼿手な桜の⽊木が・・・            
⼦子供が落書きして消えてしまいましたが（汗）            
スタートはぼちぼちとでしたが、次々と⼈人が増えて３０⼈人程に！！ 
そこでみんなでワイワイお話ししながらお酒も交えて       
楽しく交流しました。 

初めて会に参加して下さった⽅方も何⼈人か来て下さって、      
久しぶりの顔も⾒見見れて、とても賑やかでした。 

また、これからこの会でどんな事がしたいかを皆さんに伺って、     
今年は会員さんのやりたい事が実現して⾏行行けるようなお花⾒見見会に  
なりました。 

楽しく笑って、時にはまじめに⼀一緒に前に進む仲間が居る事が   
とても嬉しい 1⽇日となりました。 

さあ、また新しい年度が始まるぞ~~    （副代表 岡本早苗） 

	 	 	 	  

	 	 	  

	 

	 	  

	 

	 	  

	  


