日本へのメッセージ ～ウクライナ･ベラルーシの子どもたちから～
日本のみなさんのご無事とご健康を
願っています。私たち子どもは、こ
の世にもう大事故・不幸が起きない
ことを望みます。全世界が平和に包
まれることを祈っています。
（B・イリーナ 15 歳 ウクライナ
ラキトノエ地区ブダ村）

日本の惨事を知ったとき、私たちはみん
な恐怖に包まれました。私たちの国で起
きたようなことがまた起きてしまったこ
とが、本当に残念でなりません。私たち
の国では今でも事故の被害が残っていま
す。もうこれ以上、このようなこと
が二度と起きないことを望みます。
（E・ナースチャ ベラルーシ
ゴメリ市 15 歳）

すべての日本の人々に、大事故と地震が終
息することを、そしてこの試練を乗り越え
ていくことを願っています。（G・ナデジダ
11 歳 ウクライナ ロキトニャ地区
ブレゾヴェ村）

みなさんの幸せと健康を願ってい
ます。二度と大事故が起きません
ように。（ベラルーシ ゴメリ市
M・ヤン 12 歳）

日本の子どもたちにもうこれ以上不幸が起
きませんように。幸福と成功、健康を願っ
ています。（S・スタニスラフ 11 歳
ウクライナ ザレチノエ地区
ブトヴォ村）

日本の子どもたちが健康で幸
せでありますように。より多
くの忍耐力をもってください。
（E・ナースチャ ベラルーシ
ゴメリ州ブダコショリョヴォ市
14 歳）

日本のみなさんに心からお見舞
いの気持ちを伝えたいと思いま
す。どうか力を落とさないで下
さい。不幸は過ぎ行き、幸福が訪れるでし
ょう。こんな苦しいときにチェルノブイリ
の子どもたちを保養に招待してくれてとて
も感謝しています。（D・ナタリヤ 12 歳
ウクライナ ラキトノエ地区ベロヴェジ村）

日本の子どもたちがいつも幸せで健
康でありますように。もう二度と大
事故が起きませんように。
（G・ヴィーカ 10 歳 ベラルーシ
ゴメリ州モーズィリ市）

人生にはうまくいかないことや、何かを失
ってしまうことが度々起こりま
す。でもそこで立ち止まるので
はなく、前を見ることが大切で
す。私たちは日本のみなさんに
心からお見舞いを申し上げます。
どうか前を向いて歩んでくださ
い。（L・カリーナ ベラルーシ
ゴメリ市 15 歳）

日本の子どもたちが、私
のように病気になりませ
んように。幸せと健康を
祈っています。
（P・マリーナ 9 歳
ベラルーシ ゴメリ市）
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3.11 ፉේ⊒ߦࠃࠅߐࠇߚᕈ‛⾰ߦࠃࠅߔࠄߩޘੱޔ߇ᳪᨴߐࠇ↢ޔᵴ߿ஜᐽ߇⢿߆
ߐࠇߡ߹ߔޕሶߤ߽ၮ㊄ߪޔᒰೋࠃࠅޔሶߤ߽߿ᅧᇚߐࠎࠍఝవߒߡᣧߊ㆙ߊ߳ㆱ㔍ߐߖࠆߎߣࠍ⸷
߃ߡ߈߹ߒߚߒ߆ߒޕߦ⥋ࠆ߹ߢޔ࿖ߦࠃࠆචಽߥភ⟎߇ߣࠄࠇߡࠆߣߪ⸒߃߹ߖࠎޕ
ሶߤ߽ၮ㊄ߪࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔᳪᨴၞߩሶߤ߽ߚߜߩォ≮㙃ࠍ 14 ᐕ㑆ᡰេߒߡ߈߹ߒߚޕᣣᧄߢ߽ߎ
ߩᄐޔฦߩ᳃㑆࿅߿⥄ᴦߥߤ߇ⵍޔἴߩሶߤ߽ߚߜࠍฃߌࠇ߹ߒߚޕᓟޔᣣᧄߩሶߤ߽ߚߜߩ
ⵍᦑࠍ㒐ߋߚߦࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔᳪᨴၞߩ⚻㛎߆ࠄቇ߱ߴ߈ὐ߇ࠆߩߢߪߥߢߒࠂ߁߆ޕ

2011 ᐕ 6 ࡌޔ࠽ࠗࠢ࠙ޔ
࡞ࠪ࠻࠽ࠨߩࠇߙࠇߘޔ
࠙ࡓߦޔ✢ᳪᨴၞߦ
∛᳇ߩሶߤ߽ߚߜࠍ㙃ߦᓙ
ߒ߹ߒߚޕ⌕ᓟޔሶߤ߽ߚߜ
ߪකᏧߦࠃࠆᬌᩏࠍฃߌࠇߘޔ
ߙࠇߩ∝⁁ߦวࠊߖߚᴦ≮㧔ㆇ
േ≮ᴺޔࠫࠨ࠶ࡑޔ᷷᳓≮ᴺ
ߥߤ㧕ࠍฃߌ߹ߒߚޕᄢᛶߩሶ
ߤ߽ߪ৻ੱߢߊߟ߽ߩ∛᳇߇
ࠅ߹ߔޕᴦ≮ߩઁߦ߽ޔᣉ⸳

ࠧࡔᏒࡔࠧޔߩࡕޔ
࠭ࠖᏒࠔ࠷࠴ޔᏒࡦࡆࡠࠫޔ
Ꮢߩሶߤ߽߇ෳടߒ߹ߒߚޕᘏༀ
࿅ޟ࿎㔍ߩਛߩሶߤ߽ߚߜ߳Ꮧ
ᦸࠍޠ㧔ࠧࡔᏒ㧕߇⓹ญߣߥࠅޔ
㙃ߩᔅⷐߥ∛᳇ߩሶߤ߽㧔↲⁁
⣼ࠟࡦޔ⣾⢲ࠟࡦޔࡦࠟ⤏⊹ޔ㛽
ߩࠟࡦߩ⋡ޔ⣲≌ⴊޔ∛ⴊ⊕ޔᶧ
ߩ∛᳇㧕߇ㆬ߫ࠇ߹ߒߚޕᄙߊߩ
ሶߤ߽ߪ⣲≌∛ߩઁߦޔๆེቭ
߿⢗ߩ⇣Ᏹ⢛㛽ߩ⇣Ᏹߥߤ߇
ࠅ߹ߔޕሶߤ߽ߚߜߪᴦ≮ߩઁޔ
ᣉ⸳ౝߩࠢࡉᵴേ㧔ᧁᎿ⚦
Ꮏ⛗↹㒻⧓ᚻ⧓ࠪࡦ
ࠨࠗࠩࠦࡦࡇࡘ࠲㧕ޔ㨯
〭ࠅṶߩࡊࡠࠣࡓࡐࠬޔ
࠷ᄢળߦෳടߒ߹ߒߚޕࠅ
ࠍߦ࿐߹ࠇߚᢝౝߦߪࠈ
ࠈߥㆆౕ㘃߇ὐߒߦ↱⥄ޔ
ㆆ߱ߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕᒁ₸ߩᅚ
ᕈੑੱߩઁߦޔᣉ⸳ߩᢎ⢒ᜂᒰ
⠪߇ሶߤ߽ߚߜߩ↢ᵴో⥸ߩ
ࠍߒ߹ߔޕᔅⷐߥሶߤ߽ߪᔃℂ≮ᴺ჻ߩᴦ≮
ࠍฃߌࠆߎߣ߇ߢ߈߹ߔޕ

ౝߢⴕࠊࠇߚߐ߹ߑ߹ߥࠢ
ࡉᵴേ߿ߒߥߤߦ߽ෳടߒ
߹ߒߚ࠙࠻࠽ࠨߩࠄߜߤޕ
ࡓ߽ޔ✢ᳪᨴߩᔃ㈩ߩߥ
⥄ޔὼⅣႺߦᕺ߹ࠇߚ႐ᚲ
ߦ⟎ߒߡ߹ߔ৻ޕቯᦼ㑆ޔ
ᳪᨴߐࠇߡߥ႐ᚲߢోߥ
㘩ߴ‛ࠍ㘩ߴߡㆊߏߔߎߣߪޔ
ሶߤ߽㆐ߩ∉ജࠍ㜞ࠆߩ
ߦᄢᄌᓎ┙ߟߣ⸒ࠊࠇߡ߹
ߔ∛ޔߚ߹ޕ᳇ߩߎߣࠍᔓࠇ
ߡᕁߞ߈ࠅㆆࠎߛࠅޔᣂߒߎߣߦᚢߒߚ
ࠅߔࠆߎߣߦࠃࠅޔᔃߩਛ߆ࠄర᳇ࠍขࠅᚯߔ
ߎߣ߽ޔஜᐽ࿁ᓳߦߣߞߡ㊀ⷐߢߔޕ

㧨ෳട⠪ߩᗵᗐ㧪
ٟᐕ߽ߎߎߦ㙃ߦ᧪ࠆߎߣ߇ߢ߈ߡߣߡ߽
߁ࠇߒߢߔޕߛߜߣࠨ࠶ࠞࠍߒߚߩ߇ᭉ
ߒ߆ߞߚߢߔޕ㘩ၴߩ㘩ߪߟ߽߅ߒ߆ߞ
ߚߢߔޕ㧔B࡚ࠪࡖ 12 ᱦ ࠧࡔᏒ㧕
ٟ߹ߚߛߜߣળ߃ߡ߁ࠇߒߢߔ࠽ࠨߩߎޕ
࠻࠙ࡓߪߔߴߡ⚛᥍ࠄߒߢߔޕ㧔Rࠢࠬ
࠴࠽13 ᱦ ࠫࡠࡆࡦᏒ㧕

Ἣ Ἳ Ἵ ḘἉ
67ᣣ㨪630ᣣ㧛ෳട⠪㧦ሶߤ߽34ੱ㧔8ᱦ㨪
18ᱦ㧕ޔᒁ₸⠪2ੱ㧛႐ᚲ㧦ࡒࡦࠬࠢᎺࡆࠗࠞ
┬ఽޟஜᐽ࿁ᓳࡦ࠲̌Ꮧᦸ21̍ޠ
㧨ෳടߒߚሶߤ߽ߚߜ㧪
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ٟߥߦ߽߆߽ᭉߒ߆ߞߚߢߔࡉࠢޕᵴേߦෳ
ടߒߡ࠭ࡆޔ㘼ࠅࠍߞߚࠅࠍ⛗ޔឬߚࠅ
ߒ߹ߒߚޕ㧔Sࠞ࠴ࡖ 8 ᱦ ࠧࡔᏒ㧕
ٟߪೋߡෳടߒ߹ߒߚᦨޕೋߩ㗃ߪ߁ߜ߇
ᕜߒߊߡᏫࠅߚߣᕁ߹ߒߚ߇ࠎߛࠎߛޔ
ߛߜ߽ߢ߈ߡޔᘠࠇߡ߈߹ߒߚᦨޕᓟߦߪ߁ޔ
ߜߦᏫࠅߚߊߥߣᕁ߁߶ߤޔ
ᭉߒߊߥࠅ߹ߒߚޕ㙃ߦᓙ
ߒߡߊࠇߡࠅ߇ߣ߁ߏߑ߹
ߔޕߪ߹ߚߎߎߦ᧪ߚߢߔޕ
㧔Gࠦࡖ 11 ᱦ ࡕ࠭
ࠖᏒ㧕
ٟߎߩ㙃ߦෳടߒߡߣߡ߽ᭉ
ߒ߆ߞߚߢߔߦ✜৻ޕෳടߒߚ
㆐ޔᒁ₸⠪ߩᣇޔޘ⡯ຬߩ
ᣇߘޕߔߢߚ⸒߇␞߅ߦޘ
ߒߡ㙃ߦᓙߒߡߊࠇߚᣣᧄ
ߩߺߥߐࠎߑߏ߁ߣ߇ࠅޔ
߹ߔޕ㧔G࠽ࠬ࠴ࡖ 10 ᱦ
࠴࠷ࠔᏒ㧕

ߩ㙃ߦෳടߒߡ৻⇟߁ࠇߒ߆ߞߚߩߪޔߛ
ߜ߇ߢ߈ߚߎߣߢߔࠍ⿷ߛ߹ޕᒁ߈ߕߞߡ߹
ߔ߇ ↢৻ޔ↢߈ࠃ߁ߣߒߡ߹ߔߩߎޕ
㙃ߩ߅߆ߍߢߩࡗࠗޔᖱߪ㆑߃ࠆ߶ߤ
ࠆߊߥࠅ߹ߒߚߩઁޕሶߤ߽㆐߽ߘ߁ߢߔޕᣣ
ᧄߩߺߥߐࠎ߇ࡌ࡞ࠪߩሶߤ߽ߚߜࠍ㐳
㑆េഥߒߡߊߛߐࠅߚ߹ޔᐕ߽ሶ
ߤ߽ߚߜࠍ㙃ߦᓙߒߡߊߛߐࠅޔ
ᷓߊᗵ⻢ߒߡ߹ߔޕ
㧔㧵࠾࠽ ࠧࡔᏒ㧕

********************************
㧨ޟᏗᦸ 21ޠᚲ㐳ዊఽ⑼ක
Iࡀࠬ࠹ࡠࡧࠖ࠴㧪
ࡌ࡞ࠪߩᳪᨴၞߦࠎ
ߢࠆሶߤ߽㧔3㨪18 ᱦ㧕ߪ 16 ਁ 5
ජੱߢߔޕᓐࠄߪ࿖ߩ੍▚ߢᐕߦ 1
ᐲࠨ࠽࠻࠙ࡓߢ㙃ߔࠆᮭ߇
ࠅ߹ߔࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޕᓟߦޔ
ᳪᨴߩሶߤ߽↪ߩࠨ࠽࠻࠙ࡓ߇
ࠄࠇ߹ߒߚޕ࿖ౝߦ 9 ▎ᚲࠅޔ
㧨ᒁ₸⠪ߩჿ㧪
ޟᏗᦸ 21ᦨߢࠪ࡞ࡌߪޠೋߦ
ᣣᧄߢᄢ㔡ᵤᵄߩⵍኂޔ
⸳┙ߐࠇ߹ߒߚ㧔94 ᐕ㧕ޕ࿖߇⾈
ߘߒߡේ⊒߇߈ߚߎߣ
ߍࠆࠨ࠽࠻࠙ࡓ㙃ߩ୯Ბ
ߦޔᔃ߆ࠄ߅⥰ࠍ↳ߒ
ߪޔታ㓙ߩ⚻⾌ߩ 78㧑ߢߔޕ
ߍ߹ߔੱࠪ࡞ࡌߜߚ⑳ޕ
ᦨㄭߩᳪᨴߩሶߤ߽ߚߜߦߪޔ
ߪࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔߩߎ
ๆེޔ㛽╭⡺ޔౝಽᴲⴊޔᶧޔ
ߣࠍᕁߒ߹ߒߚޕᓟ
ᶖൻེޔᴲዩེߩߤߥ⚻ޔ⌒ޔ
ߔߋߦ࡛࠼ࠍ㘶ߺࠍ⓹ޔ
∛᳇߇ᄙߢߔߩࠆߩࡔࠧޕ
߈ߞߜࠅ㐽ߡኅߩਛߦࠆ
ሶߤ߽ߚߜ߇ᜬෳߒߚ∛㒮ߩ⸻ᢿᦠ
ߴ߈ߛߞߚߩߢߔޕሶߤ߽ࠍ
ߦߪ̌ᱜᏱ̍ߣᦠ߆ࠇߡ߹ߒߚ߇ޔ
ᄖߢㆆ߫ߖߚࠅߒߡߪߌߥ
ߎߜࠄߢᬌᩏߒߚࠄ 46 ੱਛ 32 ੱ߇⣄ᬁ᷹ḧ∝
߆ߞߚߩߢߔ߈ߣߩߘߪߜߚ⑳߽ߢޕ߽⍮ࠅ
ߢߒߚ⸳ޕߩᢛߞߚ∛㒮ߩߥߩሶߤ߽ߪޔ
߹ߖࠎߢߒߚ⚿ߩߘޕᨐߩࠎߐߊߚޔሶߤ߽߇
∛᳇߇⊒ߐࠇߦߊߩߢߔߩޕሶߤ߽ߚߜ
∛᳇ߦߥࠅ߹ߒߚޕ
ߩ∛᳇ߩਥߥේ࿃ߪࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޔߦࠃࠆ
㙃ߦෳടߒߚ⑳ߩቊࠗࡗߪޔ2 ᐕ೨ߦ⿷
⢻ߩᓇ㗀ޔᗵᨴ∝ޔⅣႺᳪᨴޔ㘩ߥߤ↢
ߩ㛽ߩ⣲≌ߩᚻⴚࠍฃߌ߹ߒߚᦨߟޕㄭ߹ߢ ޔᵴ⠌ᘠߦࠃࠆ߽ߩߥߤ߇ߍࠄࠇ߹ߔ࡞ࡌޕ
᧻⪲᧟ࠍߟߡᱠߡ߹ߒߚޕㅌ㒮ᓟ߽⥄ቛ
ࠪߢߪ∛᳇ߩሶߤ߽ߩ⛔⸘ߪߐࠇߡ߹
ቇ⠌ࠍߒߡߚߩߢޔߛߜ߇߹ࠅ߹ߖࠎ
ߖࠎ߇ޟޔᏗᦸ 21ߦޠṛߔࠆሶߤ߽ߦ㑐ߒ
ߢߒߚޕṛਛߩઁޔሶߩࠃ߁ߦࠬࡐ࠷ߪߢ
ߡߪ⥄ಽߚߜߩ࠺࠲߇ࠅ߹ߔߪߢߎߘޕ
߈߹ߖࠎߢߒߚ߇ޔᎿ⛗↹ߥߤߩࠢࡉᵴ
ࠄ߆ߦޔ㕖ᳪᨴၞߦᲧߴߡޔᳪᨴၞߩሶߤ
േߦⓍᭂ⊛ߦෳടߒ߹ߒߚߎߡߞߣߦࡗࠗޕ
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߽ߚߜߦஜᐽߩ㗴߇ᄙߩߢߔޕ
ᒰᤨሶߤ߽ߛߞߚઍߪᄢੱߦߥࠅޔ
ߪᰴߩઍߦ߽ᓇ㗀߇ࠊࠇߡ߹ߔߪࠇߎޕ
ᓟ߽⛯ߊߢߒࠂ߁ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޕߩ
ᓇ㗀ߪޔ100 ᐕߪ⛯ߊߣᕁ߹ߔޕ

࠼࠘ࡏࡠ࠾࠷ࠔᏒ㧕
ٟࠨ࠽࠻࠙ࡓߩᐸߩ⟤ߒᧁ⋡ޔߪޘ⧎߿ޘ
ߣᔃࠍᭉߒ߹ߖߡߊࠇ߹ߔࠍߣߎߥࠈࠈޕ
⋡ߦߒߡޔᲤᣣ߇ࠆߊߡᣂ㞲ߥශ⽎ߢߞ߬
ߢߔޕᴦ≮ߣ㘩߽⚛᥍ࠄߒ
ߢߔޕ㧔D࠽࠲ࠪࡖ 12 ᱦ
ࡠࠠ࠻ࡁࠛࡌࡠࡧࠚࠫ㧕
ٟ㘩ޔᴦ≮ߥࠇ߈ޔⓨ᳇ޔᶏޔ
ߎߩࠨ࠽࠻࠙ࡓߩߔߴߡ߇ࠃ߆
ߞߚߢߔޕ㧔Sࠬ࠲ࠬ 11 ᱦ
ࠩ࠴ࡁࠛࡉ࠻ࡧࠜ㧕
ٟߎߩࠨ࠽࠻࠙ࡓ߇ᄢᅢ߈ߦߥ
ࠅ߹ߒߚޔ߽ߦઁߩߜߚ⑳ޕฦ
߆ࠄߚߊߐࠎߩሶߤ߽ߚߜ߇ᴦ≮
ߩߚߦ᧪ߡ߹ߔޕਛߦߪᱠߌ
ߥሶ߿ߥߖߩ⪲⸒ޔሶ߽
߹ߔޕ㧔Kࠝࠢࠨ࠽ 12 ᱦ
ࠩ࠴ࡁࠛࠩ࠼ࡧࠫࡖ㧕

Ỹ ἁ Ἳ Ỷ Ἔ
61ᣣ㨪614ᣣ㧛ෳട⠪㧦ሶߤ߽
22 ੱ㧔10 ᱦ㨪14 ᱦ㧕ޔᒁ₸⠪ 4 ੱ
㧛႐ᚲ㧦ࠛࡧࡄ࠻ࡗᏒ ޟ࿖┙ሶ
ߤ߽ࠨ࠽࠻࠙ࡓޠ
㧨ෳടߒߚሶߤ߽ߚߜ㧪
ࠫ࠻ࡒ࡞Ꮊ࠽ࡠࠫ࠴ࠝࡉ
࡞࠴ࡁࡧࡠޔᎺࠩ࠴ࡁࠛ
ࡌࡠࡧࠚࠫߩߦሶߤ
߽ߚߜ߇ෳടߒ߹ߒߚޕᘏༀ࿅
ࠗࡉࡁ࡞ࠚ࠴ޟሶߤ߽ߚߜߩ↢
ሽޠ㧔ࠠࠛࡈᏒ㧕߇⓹ญߣߥࠅޔ
㙃ߩᔅⷐߥ∛᳇ߩሶߤ߽ߚߜ㧔⣄ᬁ
ḧ∝ߥߤ㛽ߩ⇣Ᏹ⁁↲ޔ⣼ߩ⇣Ᏹޔ
⢙▤ᯏ⢻㓚ኂޔๆེቭߩ∛᳇ߥ
ߤ㧕߇ㆬ߫ࠇ߹ߒߚޕሶߤ߽ߚߜߪ
ᴦ≮ߩઁޔᣉ⸳⡯ຬߦࠃࠆࠬࡐ࠷
ᄢળߦߤߥ࡞ࠢࡦࠦޔෳടߒ߹ߒ
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2011 年6 月 家 族 訪 問 ・ベラルーシ （その 1）
チェルノブイリ事故から 25 年経た今も、病気に苦しむ子どもたちがいます。子どもの頃、甲状腺手
術を受けた世代は大人になりました。体調が優れず思うように仕事に就けない若者、汚染地域か
ら引っ越すことができず住み続けている家族もいます。
*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*〜*

病気はチェルノブイリのせいだと思います

し、リーザの部屋にはぬいぐるみや人形がた

M・リーザ（2005 年生まれ）ゴメリ市

くさん飾られていた。訪問したとき、父親は

後縦隔（胸）神経芽細胞腫。2009 年 9 月に

夜勤の仕事から戻ってきたところだった。

肺炎にかかり、1 ヶ月間小児病院に入院。同年

母親タチヤナ「リーザの病気はチェルノブ

10 月、救急車でミンスク市の小児ガンセンタ

イリのせいだと思います。でもチェルノブイ

ーに移送。化学療法 10 ブロックを受けた。幼

リ事故による被害者として国から認められて

稚園には通っていない。免疫力が低く感染症

いません。事故後多くの子どもが病気になり、

にかかる恐れがあり、他の子

みんなとても恐れていました。

どもとの接触を禁止されてい

でも今もそれは続いています。

る。服用している医薬品は障

もしかしたら、今の方がもっと

がい児特典扱いのため、無料

恐ろしいかもしれません。私た

で処方されている。

ちの祖父母の時代は、80 歳・90

化学療法を受けた後、食欲

歳になってもみんな健康でした。

がなくなり体重が激減、吐き

今は 30 歳・40 歳くらいの人た

気も訴えていた。最近は食欲

ちが、まるで老人のようです。

も少しずつ戻り、体重も増え

リーザが入院した小児癌セン

てきている。化学療法の副作

ターは、看病をする母親も宿泊

用が皮膚に現われた。また、

できるようになっています。子

後遺症として、左の瞼が完全

どものためのレクレーション・

に閉じなくなってしまった。強い太陽光線を

ルームもあるし、母親たちが食事を作ること

浴びることを禁止されているため、昼間は家

ができるように台所もあり、洗濯機も使えま

の中で過ごしている。治療中、敗血病にかか

す。心理療法士が毎日子どものところに来て

り、一時は危険な状態だった。

くれて、絵本をもってきてくれたりしました。

リーザは大の読書好きで、図書館でよく本

自分も夫も健康に問題がないのに、長い間

を借りてくる。絵を描くのも好きで、これま

子どもができませんでした。待ち望んでいた

でに描いたたくさんの絵を見せてくれた。

子どもでしたので、本当にうれしかった。だ

両親は共働きで、昼間は祖母がリーザの面

から病気のことを知ったときはショックが大

倒をみている。アパートの居間と台所にはほ

きかった。でも、つねに

んの僅かな家具しかなく殺風景であるのに対

る
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これからはよくな

と思って生きていかないと。口に出した

言葉は自分にかえってくると思っています。

購入している。

リーザが病気になってから、私たち夫婦はよ

マクシムは農業大学を卒業後、地元の農場

く教会に通うようになりました。以前よりも、

で働いていた。しかし労働条件の悪さから体

祈ることの大切さを感じています。

調がついていけなくなり、仕事を辞めなくて

いまのアパートには 2010 年 10 月から住ん

はならなかった。現在は、母親と共に家の畑

でいます。リーザの障がい児補償として優先

仕事や家畜の世話をしながら生活している。

的に入居することができました。月 71 ドルを

マクシムの住んでいるスヴィスラチ村が、高

20 年ローンで返済します。まずは子ども部屋

濃度に汚染されていることがわかったのは、

を居心地がよいように整えました。居間と台

チェルノブイリ事故から 3 年後のことだった

所は、ご覧の通り最低限のものしかありませ

（※）。周辺の村では移住が始まり、スヴィス

ん。これから少しずつ揃えるつもりです。

ラチ村も移住が予定されていた。しかし、25
年経った今もそのまま放置されている。マク
シムの母も、現地慈善団体の代表も、
「移住さ
せるための予算が尽きてしまったから」と話
した。村に行く途中の森には
立ち入り禁止

放射能危険・

の立て札がいくつも並ぶ。マ

クシムの家のほんの目と鼻の先にも、この立
て札が建っている。
「放射能マークの立て札に関係なく、牛は
このへんを自由に歩き回り、汚染された草を
食べています。自分のうちでは牛を飼ってい
日本の大地震・津波、原発事故のことを知

ませんし、この村の牛の牛乳を飲むつもりも

ったとき、あまりの恐ろしさに泣いてしまい

ありません。僕にはいまガールフレンドがい

ました。自分たちに何かできることがあれば

ますが、まだ結婚は考えていません。結婚し

したいと思いました。被害を受けた方々には

たとしても、子どもをつくることには不安を

心からお見舞いを申し上げます」

感じています」とマクシムは話した。
マクシムの母親「ここが高濃度に汚染され

本当は村ごとみんな移住しなければ

ているということは、よくわかっています。

ならなかった

でもどこに引っ越せばよいのでしょうか。ど

S・マクシム（1986 年生まれ）

こで野菜を作り、どこで家畜を飼えばよいの

ゴメリ州ヴェトカ地区スヴィスラチ村

でしょうか。汚染された森にきのこも取りに

2000 年に甲状腺ガンの手術を受けた。甲状

行きます。子どもにはなるべくたくさん食べ

腺ホルモン剤、カルシウム剤を服用。半年に 1

させないようにしていますが。うちの畑でと

度ゴメリ市の病院で検査を受けている。今の

れた野菜、うちで育てた鶏肉、豚肉、卵を食

ところ検査費用は無料だが、薬は時々自費で
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べます。生きていくためには、食べないわけ

も甲状腺に問題があり、薬を飲んでいます。

にはいきません。汚染された森から木を切っ

この村の子どもたちは常に病院での検査が必

てきて、冬は暖房用に使います。私はこれか

要です。自分たちはずっとこの場所に住んで

らもずっとここに住み続けますが、子どもた

いるからわかりませんが、健康な人はここに

ちには別の場所で暮らしてほしいと思ってい

来ると、何か体に異変を感じるようです。

ます。でも今はその可能性がありません。

まさか日本であのような原発事故が起こる

チェルノブイリ事故の事を知ったのは 5 月 1

とは思いませんでした。ほんとうにお気の毒

日でした。でも聞かされた

です。私たちはまるで自分の

ところで、放射能のことは

事のように感じています。で

よくわかりませんでした。

も日本人は賢いですし、高い

村の畑の表面が削り取られ、

技術力をもっていますので、

別のところから土が運ばれ

私たちの国ほど酷いことにな

てきました。うちの庭や畑

らないのではないかと思いま

の土も入れ替えて、屋根も

す。大変な状況なのに、パニ

洗浄しました。雨どいのと

ックにならず、落ち着いてい

ころは一番放射能が高いと

て、みんなが助け合っている

言われています。

姿は素晴らしいと思いました。

89 年あたりから村の子どもたちが病気にな

私たちはこれまでいろいろな人たちから助

り始めました。鼻血を出す子どもが増えまし

けてもらいました。ゴメリの慈善団体と、日

た。モスクワやミンスクから学者がやって来

本の子ども基金にとても感謝しています。そ

て検査をしたりしました。この村は本当なら

して日本の里親の方からの支援にとても助け

全住民が引っ越さなければならないくらい汚

られています。どんなに感謝してもしきれま

染のひどい地域です。でも、
「引っ越せ

せん。

る人は自分で引っ越してください」と

（写真下はマクシムの家の近くに建っ

いうことだったのです。事故前はこの

ている放射能マークの立て札。これより先

地区の中でも大きな村でした。事故後、

への立ち入りが禁止されている。
）

多くの人が引っ越して行き病院も工場
もなくなりました。私たちは頼れる親

※ベラルーシ国内の放射線汚染の

戚もいないし、お金もありませんから、ずっ

状況が明らかにされたのは、チェルノブイリ事故

とこの村に住むしかなかったのです。マクシ

から 3 年後だった。原発の近くから避難した人

ムは甲状腺ガン、娘（89 年生まれ）は知的障

たちの移住先の土地が、実は元住んでいた場所よ

がい者です。自分が死んだら一体どうやって

り汚染のひどいところだったというケースもあ

生きていくのかと思うと不安です（涙をため

った。
（報告：佐々木真理）

ていた）。次男（マクシムの弟・98 年生まれ）
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チェルノブイリと福島
〜「チェルノブイリ子ども基金」設立 20 年〜
チェルノブイリ事故から 25 年の今年、チェルノブイリ子ども基金は設立 20 年を迎えました
4 月に行った事故 25 周年・救援イベントのさいは 3・11 福島原発震災発生直後であり
20 年間の活動の歩みに思いを馳せるゆとりがありませんでした
放射能と共に生きていかなくてはならなくなったいま
チェルノブイリと福島の問題について講演会を行います
〈日時〉２０１１年１１月２０日（日）１４：００〜１７：００（１３：３０開場）
〈場所〉明治大学リバティホール １００１教室（JR・東京メトロ御茶ノ水駅より徒歩 5分）
◆広河隆一 〜チェルノブイリと福島の人々〜
「チェルノブイリ子ども基金」設立者・顧問、フォトジャーナリスト、『DAYS JAPAN』編集長
◆黒部信一 〜放射能から子どもたちを守るために〜
「チェルノブイリ子ども基金」顧問、小児科医、「未来の福島こども基金」代表
◆佐々木真理 〜チェルノブイリ汚染地域に暮らす子どもたち・転地療養と家族訪問の報告〜
「チェルノブイリ子ども基金」事務局長
〈資料代〉５００円
〈主催〉チェルノブイリ子ども基金 ／ 現代史研究会
〈問合せ先〉チェルノブイリ子ども基金 事務局
TEL/FAX：０３−５２２８−２６８０
E-mail：cherno1986@tokyo.email.ne.jp

完成しました！

チェルノブイリ 26周年救援カレンダー
〜 子どもたちからのメッセージ 〜 子どもたちの写真と絵でつづる 12か月

2012 年カレンダーは、広河隆一撮影の写真と、チェルノブイリ被
災地の子どもたちが描いた絵により構成されています。
ウクライナとベラルーシの子どもたちから、日本の被災した子ど
もたちへのメッセージと、子どもの頃に甲状腺手術を受けたウク
ライナ人女性からのメッセージ入りです（カレンダーにはキャプ
ションが入っていません）。
子どもたちの笑顔を中心に写真を選びました。
ご自宅用に、職場用に、またプレゼント用にも最適です。
どうぞ、まわりの方々にも広めてください。
タイプ：上下見開き
サイズ：見開き時（A3）縦 42cm×横 30cm／カラー
定価：1000 円（送料別）
デザイン：スタジオ・ギブ
※カレンダーの収益は、チェルノブイリと福島の被災者のための救援金にあてられます※
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黒部ドクターのお話
◆福島のこども健康相談会(*)に参加して

てやる」と言われても、その
気配もなく、安全と言い続けています。それで県
が動かず、平成の合併もしないで独自にやってき
た飯館村は孤立しています。ぼつぼつ、上に頼っ
たらだめだと思う町村長も出始めたようですが、
まだ少数派です。多くは県、すなわち国の言いな
りです。だから、困難な家庭が相談先もなく、さ
まよっています。汚染がひどく、本来避難地区に
なるべき福島市すら、ほったらかしで(とくに中
心部の県庁通りの汚染がひどい)、一部の人は避難
しましたが、そこへ入ってくる人もいて家賃は逆
にあがっています。
そんな状況にあって、広河、黒部、向井らと子
ども基金有志が立ち上げた「未来の福島こども基
金」が募金を集め、とりあえず飲食物による内部
被曝を避けようと、福島「市民放射能測定所」が
７月に立ち上がり、カンパで測定しています。東
京の市民組織でも 5〜７千円の測定料を取ってい
て、それでも赤字ですが、福島では料金も取り難
く、運営に頭を悩ませています。
3 月 12 日と 15 日の爆発は大量の放射能を流し
たのに、パニックになるからと隠され、後で公表
されました。子どもの尿からセシウムが出ても、
いくつかの週刊誌では、安全と宣伝しています。
一方で、原発反対の立場の週刊誌もあります。

第 1 回(６月)の時は、医師ほか 11 人が対応。避
難しようかどうしようかという相談が多く、対応
した側は避難を勧めていました。その後、東京に
福島の親子を招待して、臨時の相談会がありまし
た。第 2 回(7 月)の時は、医師 5 人が対応。避難
したいができない、どうしたらよいかという相談
内容がほとんどでした。放射能のことを言うと地
域でバッシングされ村八分になる。差別を受け、
「給食は大丈夫でしょうか」というだけで白い目
で見られ、「それなら出て行きなさい」と言われ
る、などの悩み事相談でした。地域ではマスクも
できない、誰に言うこともできない実情であるこ
との訴え、聞いてもらいたいという相談でした。
実際「校庭で遊ぶな」とか「放射線の話」を授業
でした教師が辞めて行ったとか、学校、幼稚園全
体がそういう雰囲気であるらしい。
一部の医師や生協が協力的だが、必ず「他へ言
わないでくれ」と念をおされ、医師会や行政のし
めつけも厳しい。大体、協力的な医師は避難して
しまいました。
私の親友の木村眼科はしめつけに合いながら、
ＮＰＯ「ゆかり」を立ち上げ、全国から、眼科医
のみならず、医師、市民の支援を受けて活動して
います。行政は非協力的ですが、老眼鏡、老眼鏡
入れ、コンタクトレンズ(特に使い捨て)などは、
救援側の消防士にも喜ばれたそうです。メガネな
どしていたら、仕事にならず、コンタクトが必要
なのに手に入らない状況でした。全国盲導犬協会
の支援もあり、全国からさまざまな支援物資をも
らい、診療所にボランティアが来て仕分けし、配
っています。生活困難な一人暮らしの視覚障害者
を、所沢の国立リハビリセンターの眼科が協力し
て受け入れてくれるため、その移送や、救援所の
炊き出し、お風呂(有床診療所のため)を利用させ
たりといろいろ行っています。相変わらず福島県
のアドバイザーたち、特に県立医大副学長になっ
た山下教授は「100 ミリシーベルトでも安全」と
平気で言い、「孫を連れてこい、そうしたら信じ

黒部信一：埼玉県新座市堀之内病院 小児科医師
黒部信一のブログ http://kurobe‑shin.no‑blog.jp/
【講演会などの日程】
9／19（月・祭） 10：00〜12：00宇都宮市 とちぎの森 講堂
（問） 真岡西部クリニック Fax 0285−84−6060
9／23（金・祭）10〜16:00 こども健康相談(*) 福島市市民活動サ
ポートセンター 主催：こども福島情報センター090-6068-7017 「子ど
もたちを放射能から守る医者の会」の医師たちが相談を受けます。
9／25（日） 13：30〜16：00 新座市東北コミュニティセンター「どう考え
る？ 埼玉での子育て」 (問) 048−482−8656
10／10(月・祭) 13：30〜 浜松市クラウンパレスホテル４Ｆ
ゲスト 吉岡斉（講演） ナターシャ・グジー （バンドゥーラ＆歌）
主催：はままつ「政経・文化」フォーラム 053−452−7281
10／16 (日) 14:00〜16:00 本庄市役所 主催：こだま青年会議所
10／30 (日) 13:00〜15:00 栃木県さくら市氏家保健センター
主催： 学校給食と食育を考える会 「ゆめ！ さくら博」の一環
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東日本大震災支援募金 報告
前号ニュースレターNo.85 でお知らせしましたように、東日本大震災募金と、25 周年イベント収益の合
計 115 万 9542 円より、三団体へそれぞれ 38 万 6514 円を寄付いたしました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
そうして多くの方と接するなか、先日は南相馬市
チェルノブイリ子ども基金奥羽
3・11 から半年を経過しました。被災した岩手
の仮設住宅に入居が決まった方の見送りをしたば
の沿岸各地では、今も、がれきの片付け作業が続
かりです。
いていますが、最後の避難所もようやく閉じられ、
さて会津は、福島県においても地震の被害が最
困難な中にも、次の生活への歩みが始められよう
も少なく、また福島原発からも離れているところ
としています。
です。決して放射能の影響が無いわけではありま
福島原発事故の放射能の影響は、数百キロも離
せんが、今回の義捐金については被害の大きいと
れたこの地でも、牧草から、一時基準値を超える
ころで活動されている団体に使ってもらうことに
セシウムが検出されました。奥羽の地は、六ヶ所
しました。地元で長く反原発の活動をしてきた
村の核燃料サイクル施設を抱え、改めて、福島原
「脱原発福島ネットワーク」と、「子どもたちを
発事故の深刻な事態と向き合っていかなければな
放射能から守る福島ネットワーク」に、皆さんか
らないと思っています。
らいただいた善意を託しました。（五十嵐和典）
チェルノブイリ 25 周年イベント収益から、東
日本大震災募金として、たくさんのご寄付をいた
未来の福島こども基金
だき深く感謝申し上げます。この支援金は、被災
6 月に急きょ立ち上げた｢未来の福島こども基
者や子ども達への支援を行っている「日本基督教
金｣ですが、おかげさまで全国のみなさまから多
団奥羽教区」（盛岡市）（28 万 6514 円）と「森
くの寄付金が届いています。この中にはチェルノ
風子ども災害援助基金（NPO 法人岩手子ども環境
ブイリ子ども基金からの寄付金も含まれています。
研究所）」（岩手葛巻町）（10 万円）の 2 つの団
福島にオープンした市民放射能測定所（14 頁参
体に寄付させていた
照）に対して「DAYS 放射能測定器支援募金」と
だきました。ありが
共同で 5 台の食品測定器を支援しました。また、
とうございました。
大口募金者の希望により、椅子式のホールボディ
（久保征紀）
カウンター1 台も寄贈しました。8 月末までに合
写真は日本基督教団
計 751 万円（半額分に相当）の代金を振り込みま
奥羽教区での贈呈の
した。ありがとうございました。
様子。
食品の測定器については早い段階で注文したの
ですが需要と供給が追いつかず、ようやく 9 月初
チェルノブイリ子ども基金あいづ
めに測定器 3 台とホールボディカウンターが納品
震災のあと、私が働く町にも避難所が作られま
されました。これらの機器はベラルーシ製
した。ヒョンなことからその避難所の現場責任者
（ATOMTEX 社）です。福島市、郡山市、田村市
に指名され、以後避難所勤務となって避難された
に設置されました。納品がもう少し後になるドイ
方のお世話をして来ました。自衛隊の用意したト
ツ製の測定器（BERTHOLD TECHNOLOGIES 社）
ラックに訳も分からず乗せられた人、避難所を
はいわき市などに設置予定です。いずれも機器の
転々として私の町にたどりついた人など、それぞ
校正を経て本格稼働に入ります。見守ってくださ
れに大変な状況をくぐりぬけて来た方々です。町
い。
（向井雪子）
の避難所が閉鎖されたあとも、希望する方には町
「未来の福島こども基金」の活動報告はサイトに随時
営住宅への入居のお世話をするなどしてきました。
掲載 http://fukushimachildrensfund.org/
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里 親 のページ
里子からの手紙

先日、支援金を受け取り

援くださり本当にありがとうございました。

ました。本当にありがとうございます。病院

（ベラルーシ チェチェルスク市 G・タチヤナ）

での検査で、甲状腺にのう胞が見つかりまし

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

た。血液検査を受け治療が決められました。

ベラルーシの慈善団体「困難の中の子どもたちへ

食道にもポリープが見つかり、生体組織検査

希望を」会員の内訳（2011 年 8 月末時点）

をしました。結果がでるのは 10 日後です。も
しかしたら手術が必要になるかもしれません。
9/1 から新学期が始まります。明日は学校で集
まりがあります。また、僕のように他の町か
ら来ている生徒たちが寮の部屋に入ることに
なっています。こんな大事な時期にもし手術
などということになってしまったらと思うと、
とても不安です。祖母の体調がとても悪くな
ってしまったため、母は僕の入学式に来るこ
とができなくなりました。もうすぐ僕の誕生
日ですが、こんな心配なことばかり重なって
しまいました。
（ベラルーシ ゴメリ市 Ｎ・イワン）
里子の家族からの手紙

日本で起きた不

人数

年齢

甲状腺ガン

21

8〜17 歳

脳腫瘍

36

7〜17 歳

目の腫瘍

21

7〜17 歳

肝臓ガン

19

6〜17 歳

腎臓ガン

21

3〜17 歳

白血病、その他の血液病

52

9〜17 歳

小骨盤のガン

18

10〜17 歳

鼻咽喉のガン

9

7〜17 歳

皮膚ガン

4

3，10，14 歳

右副腎腺腫

2

10，13 歳

ターナー症候群（染色体

2

8，16 歳

腎炎

1

16 歳

脈管発達異常

1

16 歳

首の空洞性血管腫

3

2，4，17 歳

先天性腎臓異常

4

7〜17 歳

隔離性成長欠損

1

17 歳

神経芽細胞腫

2

5歳

結節性甲状腺腫

4

10〜15 歳

異常）

幸な出来事を、あ
なたとともに悲しんでいます。神様があなた
をお守りくださることを、そして健康であり
ますことを願ってやみません。あなたの国は
優しくたくましい、勤勉な国なのですから、
どうか忍耐強く乗り切ってください。あなた
のことをとても心配しています。お手紙を下
さい。（ベラルーシ エリスク市 Ｓ家）
奨学生からの手紙

病名

「子どもたちは全体として免疫力が大変低い
です。健康上の問題をいくつも抱えているこ
とも多いです。汚染された土地でとれた食べ
物を日々食べ続けていることが原因だと思い
ます。病気に加えて、両親の離婚や貧困など
から辛い思いをしている子どももいます」
代表 ポホモワ・Ｖ

奨学金をいただきま
したことを深く感謝

申し上げます。おかげさまで、私はゴメリ国立
技術大学の金融マネージメント専攻科を卒業し、
今は工場の会計係として働いています。ご支
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はじめにクイズを一つ。ベラルーシが世界で一番高
く，日本が一番低いものは？
答えは，中央銀行の定める公定歩合（日本では現在，
「基準割引率および基準貸付利率」）です。現在ベ
ラルーシは，体制を揺るがすほどの経済危機に見舞
われています。日本の超低金利についてはご存知の
通りですが，ベラルーシでは危機の発生した春以降，
2009 年以降徐々に下がり続けていた公定歩合が上昇
に転じ，８回目の利上げで ９月１日には 27％とな
り，それまでトップだったシエラレオネ（23％）を
抜いて，遂に世界一になったのです。

闇のレートでは 8,000 ルーブルとも 10,000 ルーブル
とも言われています。

ルーブルの価値が下がったため，輸入品をはじめと
する物価が急騰し，市民の生活を直撃しました。パ
ンや乳製品など、一部の品目については規制があり
ますが，その他の食料品や生活用品は見る度に値段
が上がっています。さらに，ルーブル安で価格が下
がったため，隣のロシアに大量のベラルーシ製品が
運び出されており，先行きの不安からくる買占めも
しばしばあって一層物価が上がり、品不足も生じて
います。ルーブル建ての給料はこれまでのようには
引き上げられないので，当然ながら生活は苦しくな
今回の経済危機はしばしば「外貨危機」とも呼ばれ， り，状況を改善できない当局に抗議する動きも出始
めています。
大多数のベラルーシ市民が心配しているのは，外貨
不足と通貨の下落，物価の上昇です。今年２月の末，
冒頭で述べた公定歩合の引き上げは，インフレを抑
輸入関税の大幅引き上げが明らかになり、 その前
え，為替相場を安定させることが最大の狙いで、銀
に中古車を購入しようと外貨が大量に買われたこと
行の定期預金金利はルーブル建ての場合、年率 40％
から，今回の危機は表面化しました。 外貨が出回
に達するものまで出ています。
らなくなり、両替所の周りではリストを作って 何
外貨危機の発生から半年、政府はベラルーシ・ルー
日も外貨を順番待ちしたり、それを代行するビジネ
ブルの相場を完全に市場に任せることを発表しまし
スまで出現しました。日本なら外国旅行にでも行か
た。これで数か月のうちには為替相場が一本化し，
なければ，現金のドルを手にすることは普通ありま
外貨事情は元に戻ると期待されています。一方で、
せんが，ベラルーシではベラルーシ・ルーブルへの
さらにルーブルが下落し、物価が上昇することは避
不信感が根強く，米ドルやユーロなどの外貨は闇の
けられないとみられ、社会不安を抑えるために，給
支払いや貯蓄の手段として，ごく一般的で、常に需
与や年金、学生の奨学金引き上げや一時手当て支給
要があります。外貨が不足したため、ベラルーシ・
などの策も打ち出されています。
ルーブルの価値は下がりました。これまでなら中央
銀行が外貨を売ってルーブルを支え、公定レートを
定めていたところ，その資金も尽きてしまったので
す。昨年 12 月の大統領選挙前に実施された公務員
給与や年金の大幅引き上げなどは，国家財政を大き
く圧迫し、石油など、ベラルーシが輸入に頼る燃料
価格の上昇も重なりました。「無い袖」は振れず，
ベラルーシ政府は数回にわたってルーブルの切り下
げを余儀なくされました。公定レートは今年の初め
に１ドル＝3,000 ルーブル台だったところ，９月初
めの時点で 5,000 ルーブル台まで下がっています。

この夏は外国への休暇旅行を控え、家庭菜園で生活
防衛のための野菜づくりにいそしんだ人も多かった
ようです。畑から町に人々が戻り、買い物に出かけ
て現実に向き合う秋、これ以上事態を収拾できなけ
れば、中東諸国のような革命にまでは至らないまで
も、やらないと再三繰り返していたルーブル切り下
げを断行した現政権が、失われた信頼を取り戻すの
はかなり難しくなるでしょう。
花田朋子：ミンスク在住
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福島・市民放射能測定所ＣＲＭＳ
http://www.crms-jpn.com/
東京電力福島第一原発事故から 4 か月目の７
月に市民放射能測定所は立ち上がりました。
「未来の福島こども基金」と「DAYS 放射能測
定器支援募金」からいち早く食品測定器をご寄
贈いただき、福島市において食品計測の活動を
始めることが出来ました。
それまでは誰も食品の放射能汚染度を測っ
た経験など全くありませんでした。簡易測定器
での計測には、食品を持ち込んだ人に必ず立ち
会っていただきました。計測時間は 20 分です。
その間に「食べ物が放射能で汚染されるという
ことはどういうことなのか？」「食の安全基準
というものはどういうものなのか？」など話し
ます。一緒になって考える、いろいろと話すと
いうことが「市民による測定」の重要な部分な
のではないかと思っています。「怖い、怖い」
と漠然とした不安を抱くのではなく、自分で自
分の畑で採れたものや食べるものを測ることで、
放射能汚染について考え、そして我が身を守る
意識が芽生えてゆきます。市民による測定とい

うものは Self Defense 自衛の第一歩だと思うの
です。
食品測定器は、放射能汚染からどうやって子
ども達を守っていくのか…と手探りしていた暗
闇にともされた灯かりです。その灯かりを最初
に届けてくださった広河隆一さんはじめご支援
下さっている皆さまに心から御礼申し上げます。
さらに詳しい核種が測れる上位機種の食品測定
器とホールボディカウンターをご寄贈頂きまし
た。一人でも多くの子ども達を守るために、未
来を守るために、これらの測定器は皆さんから
お預かりしたものです。その責任を感じながら
福島での測定活動に励んで参ります。
（市民放射能測定所 理事長 丸森あや）
（編集部注） この原稿をいただいた数日後
「食品測定器は、とても良い状態です！あり
がとうございます。測定がどんどん始まって
います。」 といううれしい連絡が届きました。
どうぞ、測定所のサイトで測定結果などをご
覧ください。

最新チェルノブイリニュース
2011/9/5 ウクライナ国営テレビ＜ウクライナ

が起こるとは誰も予想していなかった。現在では、
日本の専門家たちがベラルーシ側に経験や知識、
装置などの面で支援を求めている。

は今後も日本を支援＞ヤヌコヴィチ大統領は、ウ
クライナ訪問中の日本の衆議院の横路孝弘議長と
会談し、今後もウクライナは日本の震災復興のた
めの支援を行っていく考えを示した。
2011/9/5 ベラルーシ国営テレビ＜国際原子力
機関の代表団、ベラルーシ・日本間協力プロジェ
クト Radbel の結果を評価＞核・放射性物質の不
法取引対策の面で、ベラルーシ・日本間の協力関
係が大きく広がった。この 2 国間プロジェクトは、
1 年余り前にスタートしたもの。このプロジェク
トの中で、日本側はベラルーシの国境に置かれた
放射線監視システムを更新するため 100 万ドルを
支出している。この資金を元にベラルーシの国境
警備当局は、ベラルーシ製の最新の放射線測定装
置を購入した。皮肉なことに、このプロジェクト
はベラルーシへの支援活動として始まったが、そ
のとき日本の福島でチェルノブイリと同様の不幸

2011/9/6 TV Inter Podrobnosti ［ウクラ
イナ］＜チェルノブイリ被災者による抗議活動行
われる＞ウクライナ東部の中心都市ハリコフでは、
チェルノブイリ被災者 50 名が州政府庁舎前で集
会を行った。この抗議活動の参加者たちは、彼ら
に支給されている年金が大幅に削減されるなど、
チェルノブイリ被災者への優遇措置の可否を政府
内閣が決めるとする、新たな法案に反対している。

2011/9/10 TV Inter Podrobnosti ［ウクラ
イナ］＜ベネチア映画祭でチェルノブイリの映画
を上映＞チェルノブイリをテーマにしたウクライ
ナ・フランス合作映画「忘却の大地」が上映され
ている。(翻訳 平野)
※紙面の都合上抜粋です。子ども基金のブログまたは
サイトに全文紹介します。
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募金・救援状況
●募金状況

2011 年 6 月〜8 月
6月

（単位：円）
7月

8月

募金件数
救援寄付金
保養費
特別保養費
里子支援
特別保養賛同金

187 件
217 件
119 件
*2,158,750
520,395
457,253
181,000
57,888
38,800
175,000
35,000
70,000
32,730
1,343,790
431,580
3,000
5,000
4 月イベント賛同金
351,000
2,000
医療機器支援
103,000
105,000
49,000
ニュース購読費**
40,000
56,000
22,000
東日本大震災支援
1,800
合計（円）
3,046,280
2,118,703
1,075,633
*(株)カタログハウスより運営費としての募金 150 万円を含む
**通信費→ニュース購読費へ表記を変更しました。
◇他に現物寄付（図書カード）5,000 円

●救援状況 2011 年 6 月〜8 月 ※

（単位：円）

＜ウクライナ＞
◎子どもたちの生存
里子支援 9 人（11.7〜12 月分）
緊急支援 2 人
運営費（12.1〜12 月分スタッフ給料、通信費、家賃）
＜ベラルーシ＞
◎希望 21
保養費（2011 年後期分）
特別保養費（子どもの保養後半分）
◎困難の中の子どもたちへ希望を
里子支援 63 人（11.7〜12 月分）
緊急支援 6 人
特別保養費（子どもの保養バス代）
運営費（12.1〜12 月通信費・家賃、スタッフ給料
11.7〜12 月・12.1〜6 月分、車修理費）

◎チェルノブイリのサイン
里子支援 7 人（11.7〜12 月分、1〜6 月不足分）
医薬品
運営費（通信費）

215,109
47,802
421,600

❤ 募金団体名一覧 ❤
紙面の都合上、個人名は省略させていただいており
ます。ご寄付をいただいたみなさまに心より感謝申
し上げます。（順不同・敬称略）
【6 月】(有)エニィタイム／リサイクルグルー
プ カリーナ／(株)ジョイメイト／(株）カタ
ログハウス／日本キリスト教団 広島船越教
会婦人部／日本山 妙法寺／常行寺／トラン
スフェリックマネジメント／チェルノブイリ
25 周年救援企画 in 名古屋実行委員会
【7 月】トランスフェリックマネジメント／
(株)ジョイメイト／うえのはらリサイクルの
会／三重・チェルノブイリ被曝児童救援募金
チェルノブイリ子ども基金奥羽／葛飾母親連
絡会／イエス・キリスト教会 祈りの家／広河
隆一非核・平和写真展開催を支援する会／
（株）リンク
【8 月】トランスフェリックマネジメント／自
治労日野市職員組合／きっらりプロジェクト
品川平和のための戦争展／まちかど美術館
(株)ジョイメイト／（株）音楽センター
〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜
医療機器募金

513,000 円（9/2 現在）

ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振込みさ
れる方へ

1,788,236
427,460

店名：〇一九店（ゼロイチキュウ店）
預金種目：当座
口座番号：0098316
受取人名：チェルノブイリコドモキキン

1,512,945
144,090
54,366

※ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振込いた
だいた場合、こちらに届く明細票にはご連絡先が
記載されません。領収証をご希望の場合や、ニュ
ースレターの送り先ご住所が変更になった方は、
お手数ですが事務局までお知らせいただきます
ようお願いいたします。

740,588
200,538
2,732
4,979

※一部、5 月までの支援(前号ニュース未掲載)分を含みます。

電話／FAX 03-5228-2680
E-メール cherno1986@tokyo.email.ne.jp

〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜 〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜＊〜

チェルノブイリの歌声

〜みなさんからのお便り〜

＊ベラルーシやウクライナからの福島、日本への支援の
言葉には心が温められるのを感じます。（愛知県 Ｓさん）
＊『チェルノブイリ・ハート』見ました。カンパいたします。
（東京都 Ｉさん）
＊同封していただいた（里子の）写真を見ました。大きくな
り、元気そうで嬉しく思います。（東京都 Ｋさん）
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＊（略）25 年前から今までに、すぐに行動できなかった
情けない私なのですが 3 月 11 日大震災、原発事故
後、世界の皆様が心をこめてすぐ助けてくださって心か
ら感謝です。基金の皆様のご活動にも感謝です。親子
で仙台にて被災いたしましたが、おかげさまで元気に
おります。一日一日自分にできることを子どもたちとつ
づってつなげたいです。（神奈川県 Ｏさん）

事 務 局 か ら
■ボランティア募集
◎事務局では、毎月第 1･3 土曜日の午後 1 時半〜5 時
半、ボランティアの方に事務作業などを手伝っていただ
いています。
◎ニュース発送作業（年 4 回：3・6・9・12 月）
次回 日時：12/17（土）午後 1 時〜4 時頃まで
場所：東京ボランティア市民活動センター
（飯田橋駅ビル セントラルプラザ 10 階）
少しの時間でも歓迎です。
◎日程が変更になる場合もありますので、ボランティア
参加希望の方は、前日までにご連絡ください。
【問い】平日午前 10 時〜午後 5 時半 留守の場合は伝
言をお願いします。T＆F 03-5228-2680
★新刊のご案内
『福島 原発と人びと』
広河隆一著 岩波新書 798 円
福島の人々の声を、数多くの写真とともに報告していま
す。また、品切れ状態が続いていた『チェルノブイリ報
告』、『チェルノブイリから広島へ』も手に入るようになりま
した。
『原発・放射能 子どもが危ない』
小出裕章・黒部信一 共著 文春文庫 798 円
原子力の専門家である小出さんとチェルノブイリを支援
する小児科医である黒部さんとの共著。
◆イベント情報
【トーク＆ライヴ】これから起こる本当のこと。
2011 年 9 月 21 日 19:00〜21:30 文京シビック小ホール
出演： 広河隆一 おしどりマコ＆ケン ナターシャ・グジー
主催： 東京放射能測定センター 設立準備委員会
後援：DAYS JAPAN チェルノブイリ子ども基金
入場料：1,500 円（収益は東京放射能測定センターの
設立資金に充てられます）

予約：予約フォームよりお申し込みください
http://bit.ly/o3wMmG
◆脱原発 1000 万人署名に賛同しています
全国各地で脱原発に向けていろいろな取り組みが行わ
れています。子ども基金でも、大江健三郎さんらが呼び
かけた 1000 万人署名に賛同し、このニュースに署名用
紙を同封させていただきました。すでに署名済みの場合
はまわりの方に広めていただけたら幸いです。よろしくお
願いいたします。

すべての方に振込用紙を同封しております
事務作業の都合により、まことに勝手ながらすべての方
に郵便払込用紙をお送りしております。すでに通信費･寄
付金を納入された方はどうぞご容赦ください。
払込取扱票のお名前・ご住所は
楷書でわかりやすくご記入ください
郵便局からは払込取扱票のコピーが届きます。文字が
かすれて判読しづらい場合がございますので、楷書でわ
かりやすくご記入ください。
「受領確認の葉書」をご希望の方へ
通信費･寄付金を納入された方で、受領確認の連絡をご
希望の方には、葉書(金額は記載せず)をお送りします。
振込用紙の該当欄に印をつけてください。
「領収証」が必要な方へ
郵便局払込取扱票の「払込受領証」は公に認められる
領収証です。大切に保管ください。別途領収書がご入り
用の際はお申し出ください。
●ご不明な点がございましたら問い合わせください。
福島原発震災が起きて以来、放射能に関して毎日さまざま
なニュースが飛び込んできます。今も汚染地にいなければなら
ない福島の人たち。毎回好評の「黒部ドクターの話」、今回は福
島での子ども健康相談についての話です。
先日、日本キリスト教会館（東京都新宿区）において、ビキニ
環礁で被爆した第五福竜丸と福島原発震災についての写真・
パネル展、山田真さんの講演会がありました。子ども基金からも
数人で参加しました。山田さんは「子どもたちを放射能から守る
全国小児科医ネットワーク」の代表です。黒部さんも書いている
福島の健康相談会（10 頁）のことを話されました。「6 月に検診
した時、お母さん方の不安をたくさん聞くことが主なことだった。
3/14 まで、現場にいた方には全く情報がなかった。電気も TV
もない中で、危険だという情報も誰も教えてくれなかった。相馬
から来たあるお母さんは、危険な中で子どもをおんぶして外に
いたことを後悔している、と話した。福島出身ということで子ども
が一生差別されながら生きていくのではないか、と話す母親も
いた」
実際に、他の地域に避難した人たちへの差別の問題も明ら
かになっています。私たちは何ができるか……（む）

●チェルノブイリ子ども基金 NEWS 年 4 回発行●
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