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栃木県北部 集団申立 

栃木県北部の集団申立が始まりましたので、ご報
告です。                                                                                                         
7000 人を超える人が申し立てをしました。       
我が家は当時 4 歳だった長女と、0 歳だった次女
も含めた一家 4 人で東電を相手に申し立てをして
います。                                                 
既に全面勝訴的和解で決着済の宮城県丸森町
の集団申立に続き、被害は福島県境に留まってい
ない、という事を争う関東地区の長き大きな争いに
なります。                                             
『私たちが、原発事故による被害を乗り越え、 子ど
もたちの健康をしっかりと守り、魅力ある地域として
再生するためには、その第一歩として、栃木県北の
住民も原発事故の被害者であることを東京電力に
認めさせ、被害の賠償をさせることが必要です。そこ
を出発点として、栃木県北住民全員に対する健康
調査、徹底的な除染、その他の生活支援等の実
施を求めていかなければなりません。私たちは、原
子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲
介手続を通じて、東京電力にこのことを訴えていき

ます。栃木県北のひとりでも多くの住民が申立人と
なり、原発事故によって被った被害の実情を訴える
ことが、東京電力や国を動かす力になります。                                                                          
子どもたちの未来のために立ち上がります。      
（栃木県北 ADR を考える会 案内文より抜
粋）』                                                                        
応援よろしくお願い致します。                        
（代表 井川景子） 

       ―放射能汚染の状況ー                                                       
那須塩原市・那須町・大田原市（以下「三市
町」）は、福島県中通りの中南部と同程度に放射
能汚染の被害を受けています。平成 23年 7月に
文部科学省が実施した航空モニタリング測定結果
によれば、三市町内の複数の地域で 100kBq/㎡を
超える放射性セシウムが土壌に付着したと推定さ
れます。農作物や山菜も放射能に汚染され、チチ
タケに代表されるキノコ、タラノメ、コシアブラ、筍、
栗などの自然の恵みは今でも国の基準 100Bq/kg
を超える放射性物質が検出されています。 

 

 

名古屋 第四回口頭弁論 

６月５日、名古屋地裁にて第４回口頭弁論

が行われました。 

傍聴席にはたくさんの仲間が駆けつけて下

さり、我らが弁護団の勇姿を共に見守って

下さいました。 

もちろん、会員さんも平日の昼間にも関わ

らず駆けつけて下さいました。 

今回の内容は前回とは違い弁護団の方々か

ら口頭にて訴えの内容が読み上げられ、と

ても心強く思いました。 

平日の昼間なのでなかなかお仕事の都合な

どで足を運べない方もおられますが、着々

とゆっくりではありますが前へと進んでお

ります。皆さんの悔しかった思いも共に今

後も戦って参りますので、どうぞ応援の程

よろしくお願いします。（副代表 岡本早苗） 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

愛する土地を離れて読ませて頂きました。写真が沢山有って、表紙の絵も素晴らしく、

皆さんのお顔を思い浮かべ乍ら引き込まれて読ませて頂きました。                 

2011年 3月 11 日 福島第一原発事故がおき、放射能から逃れ行くあてもなく右往左往

している人々を見て、「あぁ、あの時のうちの家族と同じだ!許せない!」と思いました。  

私の父と母は仕事を求めて 10代で“満州“へ渡り、縁有って結婚。7人の子供がいまし

た。7 番目の私が生まれたのは敗戦の一か月前。それなりに平穏な暮らしがソ連参戦

で、ある日突然家がない、食べるものがない、行く先がない難民生活となり、長く苦し

い生活が続きました。 

敗戦色濃くなっても「神風が吹いて必ず勝つ!」と教育され、子供たちも庶民もだまされ

続けましたが、軍部の家族はトラックに荷物を満載してとっくに日本に逃げかえってい

たそうです。 

「“国策“は、庶民をだまし、いざとなったら庶民を見捨てる。66年たっても何も変わ

っていない！」「許せない!」と言っても、何が出来るわけではないのですが、福島に残

っている友人、知人の皆さんや、放射能から逃れて暮らしている皆さんの悩み、苦しみ

を直接お聞きして、マスコミに流され忘れさせられている皆さんに、「今，フクシマで起

こっていることは他人事でなく、明日はわが身に起こることだよ!」と伝えています。 

核兵器も、原発もない平和な社会を残すことが、子や孫に送る一番のプレゼントだと思

うのです。                                         （賛助会員 田中詔子さん） 

私が避難者として初めて田中さんとお会いした時に「昔から原爆について声を上げていたのに、原発に対し

ても、もっと声を上げなくてはいけなかった。ごめんなさい!」とお話しくださり、原爆にも原発にも無関心で他

人事だった自分自身を振り返り、とても恥ずかしく思いました。震災後から今も、何度も福島に支援物資を運

び、他にも多くの活動をされ、愛知に来た避難者とも積極的に交流、私もお会いする度パワーを頂き、感謝

しています。 いつまでもお元気でいてください。これからもよろしくお願いいたします。(編集委員 いくママ) 

 

 

編集後記   クマゼミが鳴く季節になりま

したね。私にとって、名古屋の夏とイコー

ルです。今号から、先輩に教えてもらっ

て、PC作業を始めました。暑い中、待ち合

わせて行った編集作業もまた夏の思い出に

なりそうです。皆さま、楽しい夏をお過ご

しください！        （編集委員モヤ子） 

ＡＲＰＮのフェイスブックとホームページ 
FB： https://www.facebook.com/ARPN210 

ＨＰ： http://www.ayumi-rpn.com/ 

原発事故損害賠償訴訟 

お問い合わせは事務局までお願いします。 

〒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） 

・会員についてのお問い合わせやお申し込み   

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）                

・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）など    
 

ARPN 手記  感想第２弾! 

＆手記販売のお知らせ 
 

購入を希望の方は、お手数ですが、 

下枠の事務局までご連絡お願いいたします。 
 

今号３ページの保育園バザーのように、 

イベントへの出展、販売にご協力いただける 

場合も、ぜひ事務局までお願いいたします。 

 

第５回口頭弁論(名古屋)   9月 4日 13：30～ 名古屋地方裁判所 
当日、傍聴席での傍聴が可能です。ぜひ足を運んでいただいて、直接応援をお願いします。   
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平成 24年６月 27日に、原発事故

子ども被災者支援法という法律がで

きました。 

この法律は、福島原発事故による被

害者を救う唯一の光とも言える法律

です。 

この法律ができた時は、私を含むたく

さんの原発事故被害者が 

「この法律によって人権が守られ、苦

しい避難生活が少しでも穏やかにな

るのかもしれない。」 

と思いました。 

 

しかし、法律ができて丸 3年が経った

今でもこの法律は、何の光も灯さずに

空っぽのままです。 

この法律を充実させる為には、市民

の理解と共に大きな声にする必要が

あると考え、当会では復興庁へのパ

ブコメ提出や、街頭署名活動など

様々なアクションを行なってきました

が、今回は、 

「６月 27日は何の日？」 

という題の元、当会主催の野外イベ

ントを開催しました。 

 

この日を迎えるまでには、賛助会員の

杉本さん、今井田さんをはじめ、たくさ

んの方々のお力をお借りしながら幾

度となく打ち合わせをし、準備を重ね

ました。  

まず、帰宅を兼ねた人達が足をとめ

てくださるように、皆で浴衣を着用しま

した。 

避難先に浴衣を持ってきている正会

員は少なく、「どうしようか…」となった

時には、賛助会員のでらぼらさん達

が浴衣を集めて用意してくださいまし

た。 

本当に嬉しかったです。 

ステージパフォーマンスは、いつも金

山駅で路上ライブをしているバンドマ

ンの方々には賛助会員の今井田さ

んが声掛けをしてくださり、正会員の

井川真一は、ウィメンズマラソンの際

に活躍した、おもてなしタキシード隊の

方々に声掛けをし、 

たくさんのバンド演奏がありました。 

さらには、当会の子ども達をいつも笑

顔にしてくれるタップリンさんも駆けつけ

てくださり大道芸もありました。 

その間は、私や参加者による『支援

法がどれだけ大事か』というマイクパ

フォーマンスも行ないました。 

広場では『ダキシメルオモイ』の作者

小林憲明さんの作品展示や、 

当会のパネル展示、 

そして、 

『もし、あなたが原発事故被害者にな

ったら何を求める？』 

『国が定めてる支援対象地域はどー

こだ？』というシール投票を行いまし

た。 

 

ARPN 会員数（7/21 現在）  

正会員   ５４名 

賛助会員 １５９名 

 

原発事故子ども被災者支援法 野外イベント 
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物販のブースも設置し、帰宅途中の

学生さん達は缶バッジを、サラリーマ

ンの方々は手記などを買ってください

ました。 

当日は、『大事なことだから』と、この

集会のために仕事の休みをとってたく

さんの方々が参加してくださいました。 

また、仕事を終えてすぐに参加してくれ

た正会員もたくさんいました。 

街ゆく多くの方々も、足を止めて話を

聞いてくださり、シール投票の参加もし

てくださいました。 

帰りがけに、握手をし、 

「だいじょうぶ！忘れてないよ！      

応援してる。」 

と言ってくださったサラリーマンの方に

胸が熱くなりました。 

当会主催の野外イベントは、初めて

の事で街ゆく方々へ完璧に啓発でき

た 

 

かと言うと、不慣れゆえにそうではなか

ったかも知れません。 

しかし、この 1日の為にこんなにも多く

の会員が準備から当日まで携わって

くださったことや、私たち自身もまったく

知らない方へ懸命に伝える時間、そ

して忙しい中でも足を止め精一杯聞

いてくださる方々がいてくださり、本当

に充実した集会になったと思います。 

この集会でできた繋がりを大切にし、

今後も多くの方の意見やアドバイスを

受けながら、様々な活動を行ってい

きます。 

皆様、支援法集会へのご協力本当

にありがとうございました。 

みなさまのお気持ちに、心から感謝し

ております。 

          （代表 井川景子） 

 

 

野外イベント参加の感想 

駅で通りかかった人に声をかけるの

で、すごく勇気がいりました。 

学生さんや、若い方は比較的に声を

かけやすくて、話も素直に聞いてて

くれて、原発が原因で自主避難した

と話すと、本気で心配してください

ました。 

とても、爽やかで、私も嬉しく元気

がでました。                                                                        

一方、年齢が高くなくると、声かけ

事態が難しく、スルーしていく方が

殆どで、話を聞いてくださる方は、

全く違う話をされたり、セクハラっ

ぽい発言があり、私自身もストレス

を感じました。 

原発の話も聞いてもらえませんでし

た。                                                                                                                              

イベントは、素敵な絵や、あゆみの

テントがあります。せっかく準備さ

れたのに、少しもったいないと、感

じました。 

それは、なにも知らずに通りかかっ

た人には、少し分かりにくく、感じ

ました。                                                                                             

私も、何か力になればと思いますの

で、準備の段階からお手伝いできた

らなと思います。（正会員 MS） 
MS さんは会場でみんなを盛り上げ、頑張ってく

ださいました。ありがとうございました!!大変だった

と思いますが、またの参加お待ちしておりま

す。今回参加できなかった皆様も次回以降、

よろしくお願いいたします。 (編集委員一同)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

スポーツ部定期連載第 2弾 ※随時部員募集中 

６月７月と雨が続きなかなか走りに行けていませんが、ようやく                       

走り始めて、総走行距離５０キロを超えました。 

なかなか自分のペースで走るのは出来るようになりましたが、                         

スピードを出す事が出来ず悪戦苦闘をしております。 

膝の筋力が無いため只今体幹トレーニングを始めようかと思っている所です。 

７月の終わりには１キロ８分で走れるように頑張ります！！（岡本早苗） 

） 
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保育園バサー出店 

梅雨入りした今日この頃、前日 6 日に ARPN は名古屋市

西区にある上小田井保育園にて出展させて頂きました。 

ここの保育園の恒例のバザーにての貴重なスペースを頂

いての出展になりました。 

今回の出展については我が代表、井川景子の職場の方の

お子さんが入園しており、その縁と当園のご理解により

できたイベントになりました。 

この保育園は本当に地域密着型の保育園でして、今回の

バザーも近所では有名なイベントとなっていて、開始前

には門前に行列が出来る程でした。 

このような人が集まる場への機会をもらえたことに代表

井川の同僚の理解と、代表井川の職場でのコミュニティ

能力に感謝します。 

当日は場内アナウンスにより、ARPN の出展をアピールし

て頂いたりしてありがたいものとなりました。 

バザーに向かう行列に、僕は 1 人ひとりに ARPN のブー

スのアピールをチラシと共に宣伝していきました。 

チラシを受け取ってくれる方が多いのですが、 

「いや、いらないです。」 

と断ってくる方もいました。 

興味無いはある事なのですが目の前で拒否されるのも、

ちと辛いものと悔しさが込み上げてきました。 

そんなことにはへこたれず、ブースに戻っては子ども達

と共に自分達の現状、募金、できた本。 

それらを声に出してアピールしました。 

そのかいあって、募金してくれるかた、本を買ってくれ

た方、興味持ってブースに足を止めてくれる方。 

いらっしゃいました！ありがたいです。 

様々な場所で時には場違い

かもしれない場所でも、

ARPN は出展していきたい

です。 

まだまだアピールが足りま

せん。これからもっとやり

がいが出てくるでしょう。 

今回も子ども達は皆楽しそ

うでした！ 

またやりましょう。お疲れ

様でした。 
（正会員 井川真一）

定例会  Yogaとチェルノブイリに参加して 

この定例会のお知らせをもらってから、参加がとても楽しみでした。当日、すこし遅刻しての参加となっ

てしまいましたが、半谷先生の笑顔とヨーガ療法のお話に、すぐに引き込まれてしまいました！ 

被災し、避難したお母さんこそが、笑顔になること、今ここで生きていることを感じること、ゆっくり呼吸

すること、本当に大切だな、と痛感しました！ 

半谷先生の誘導とともに深くなっていく呼吸と温かくなってゆく体。少しずつ、肩も力が抜けて、おだや

かな氣持ちになってくる 

自分の笑顔が、子どもたちの笑顔につながっていく…少しの時間でしたが、貴重なお話と体験、楽しく

過ごすことができました！ 

また、このような機会があると、嬉しいな、と思いました。（正会員 玉野裕子） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

相馬盆踊り唄                                                                                          

名古屋市芸術創造センターに於いて、名古屋民族舞踊研究かすり

の会主催 ２０１５年公演 “ふるさとの心 未来へ”が開催さ

れました。日本各地で育まれ伝承されてきた民謡・民踊・芸能を

ステージの上で次々と披露されるまるでコンサートのような公演

でした。このような公演の中で、私達、あゆみ R.P.Net のメンバ

ーは、「相馬盆踊り唄（福島県）」披露の

際の「盆踊りを楽しむ人々」を演じまし

た。短時間でしたが、三味線や歌手の生

演奏に合わせてみんなでステージ上のや

ぐらを囲んで子供達とともにひたすら楽

しく踊りました。「いやあ、楽しかった

なあ！」「来年も踊りたいなあ！」とい

うのがみんなの感想でした。                           
参加にあたっては、大人も子供もみんな

本格的に浴衣を着せていただきました。

浴衣をお祭りの時に適当に着ることはあ

っても、このように本格的にきちんと着

せていただくということはありません。これは、子供たちに大変

貴重な経験だったと思います。単なる非日常体験をすることに止

まらず、日本の私達の祖先が大切にしてきた文化を次の世代に伝

えるよい機会だったように思います。                                 

原発事故以来、私達は、日本の悪いところばかりをクローズアッ

プしていました。「日本は国民のことを考えないとんでもない国

だ。利権にまみれた汚い国だ。」とさえ避難直後は言っていまし

た。                           

しかし、今回の公演では、日本には素晴らしい

民衆文化がある、江戸、室町、鎌倉年間に民衆

の間で受け継がれてきた伝統文化がある。日本

には世界に負けない素晴らしい文化があるんだ

ということを再確認いたしました。                                                                 

子供達に対して、私達は日本の素晴らしさもた

くさん伝えなければならないと痛感いたしまし

た。                                       

明治維新以前の日本の姿をもうちょっと掘り下

げて見ていくことが私達には必要なのかもしれ

ません。                                      （正会員 岡本誠） 

 

 

 


