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2012 年の支援活動報告    

    

2012年 10月以降に行った支援活動 2件の報告です 

 

 

今年も皆様の募金のおかげで支援活動を行うことができました。

ほんとうにありがとうございました。来年もご支援をよろしく 

お願いいたします。 
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医薬品代 808,800 内分泌研究所：医薬品、放射性ヨード体内残存量測定器 

運営費 421,600 「チェルノブイリ子どもたちの生存」 

特別保養費 998,280 汚染地域の病気の子ども 

合計 2,228,680  

ベ
ラ
ル
ー
シ

ベ
ラ
ル
ー
シ

ベ
ラ
ル
ー
シ

ベ
ラ
ル
ー
シ    

医薬品代 1,920,218 
「困難の中の子どもたちへ希望を」「チェルノブイリのサイン」 

「希望 21」 

運営費 805,025 「困難の中の子どもたちへ希望を」「チェルノブイリのサイン」 

年間保養費 3,977,000 「希望 21」：汚染地域の子ども 

特別保養費（子ども） 1,187,515 甲状腺、その他の腫瘍病の子ども 

特別保養費（家族） 359,387 
チェルノブイリ被害者家族（両親のどちらかが甲状腺がんの 

手術を受けた家族） 

合計 8,249,145  

 

         

 

今年 2 月、事務局スタッフが内分泌研究

所を訪問。前年度に支援した医薬品の在庫

状況、医薬品を渡した患者のリストを確認

しました。放射性ヨード治療を行う病棟の

廊下には、旧式の体内残存量測定器が置か

れていました。チェルノブイリ事故後、外

国の NGO から贈られたものを現在まで使用

しているという説明でした。以下の要望を

受け支援を決定しました。 

◆カルシウム剤（ニコメド社）6250 ドル 

◆体内残存量測定機（ウクライナ製）3750 ドル 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日本のみなさまへ  

内分泌研究所の放射線核種診断・治療部

門で観察下にある甲状腺がん患者に、毎年

貴重なご支援いただきまして、心からお礼

を申し上げます。 

2012年 1月 1日から 9月 12日まで、247

人の患者（1968～1986年生まれ）について

甲状腺がんの治療が行われました。2056人

の患者に対し、血液中の甲状腺ホルモン

（TSH）検査とＬチロキシンの投与が行わ

れています。当病院では、1996年から、3250

人（1968～86年生まれ）の患者の観察を続

けています。すべての年代の患者数では

4259人です。550人の女性が健康な子ども

を出産し、そのうち 26人の女性が二人目の 

子どもを出産しました。 

昨年ご支援いただいた甲状腺ホルモン剤

ウクライナ 内分泌研究所   
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2012012012013333 年支援年支援年支援年支援のののの予定予定予定予定     Lチロキシンンの使用状況。2012年 9月 1

日時点で、9394 箱のうち 2069 箱が、215

人の患者に渡されました。 

甲状腺がんの手術を受け、血液中にカル

シウム不足を補うためのカルシウム剤のご

支援をお願いします。また、放射性ヨード

治療を受けた患者の体内残存量を測定する

ことは大変重要です。現在使用している測

定器は老朽化しているため、新たなご支援

をいただければ幸いです。 

内分泌研究所 所長 N・トロニコ 

放射線核種診断部門 副部長 V・マルコフ 

    

    

    

    

腫瘍病の子どもを会員にもつこの団体で

は、毎年年末に、子どもたちの為のクリス

マス会を開いています。地元の企業などか

らの寄付は大変少なく、会の開催が危ぶま

れていました。年に 1 度のこの会は、長い

入院生活を過ごした子どもたちにとって、

友だちを見つけることもできる大切な場に

もなっています。そこで、クリスマス会の

開催費（お菓子・果物・ぬいぐるみなどの

プレゼント代、ほか）として、1000 ドルの

支援を行いました。 
 

～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～＊～ 

子ども基金が支援したものは、現地団体・

病院が物品を購入後、領収書が提出されます。

子ども基金は、書類上のチェックと、実際に

事務局スタッフが現地を訪問

した際に、現物の確認を行って

います。 

＜＜＜＜ベラルベラルベラルベラルーシ＞ーシ＞ーシ＞ーシ＞    

児童健康回復センター「希望児童健康回復センター「希望児童健康回復センター「希望児童健康回復センター「希望 21212121」」」」：：：：放射能汚染

地域に暮らしている子どもたちを、年間を

通して受け入れています。子どもたちの保

養費用の一部を支援します。「「「「腫瘍病腫瘍病腫瘍病腫瘍病の子どの子どの子どの子ど

ものための特別保養」「ものための特別保養」「ものための特別保養」「ものための特別保養」「甲状腺ガンの手術を甲状腺ガンの手術を甲状腺ガンの手術を甲状腺ガンの手術を

受けた受けた受けた受けた親とその子どもの特別保養」親とその子どもの特別保養」親とその子どもの特別保養」親とその子どもの特別保養」をこの

センターで実施します。 
 

慈善団体「困難の中の子どもたちへ希望慈善団体「困難の中の子どもたちへ希望慈善団体「困難の中の子どもたちへ希望慈善団体「困難の中の子どもたちへ希望をををを」」」」：：：：

この団体を通して特別保養に参加する子ど

も・家族が選ばれます。ベラルーシの里子・

奨学生の支援金の受け渡し窓口となってい

ます。会員の子どもたちの薬代、スタッフ

給料と事務所維持費の一部を支援します。 
 

慈善団体「チェルノブイリのサイン」：団体

はすでに解散しましたが、里子への支援金受

け渡しや、元会員たちの「希望 21」への保養

は引き続き行われるため、スタッフ 2名分の

給料と通信費を支援します。 
 

＜＜＜＜ウクライナウクライナウクライナウクライナ＞＞＞＞    

病院病院病院病院「内分泌研究所」「内分泌研究所」「内分泌研究所」「内分泌研究所」：：：：甲状腺の病気の患者

の薬代を支援します。 
 

慈善団体「チェルノブイリ・子どもたちの生存」慈善団体「チェルノブイリ・子どもたちの生存」慈善団体「チェルノブイリ・子どもたちの生存」慈善団体「チェルノブイリ・子どもたちの生存」：：：：

この団体を通して特別保養に参加する子ど

もが選ばれます。ウクライナの里子の支援

金の受け渡し窓口となっています。スタッ

フ給料と事務所維持費の一部を支援します。 

「汚染地域に住む病気の子どものための特「汚染地域に住む病気の子どものための特「汚染地域に住む病気の子どものための特「汚染地域に住む病気の子どものための特

別保養」別保養」別保養」別保養」：：：：クリミア半島の子どもサナトリウ

ムで実施します。 

ベラルーシ  慈善団体  

 「困難の中の子どもたちへ希望を」 
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 司屍鹿使試昨施詞実璽識渝試竺施糸坿癒削撤殺敕鷺雑冴阪燦け儁裁擦裁冴甑 
糸史識賜字使式宙譖癆腰﹇韆歳策鷺哉祭碕歳便栽榊冴癆雑82撤歳⊕撒参作栽榊冴試竺施糸坿癒埼
朔腰彳朝削雑敕鷺雑削雑哉山哉山作把爲◇朿歳62哉崎哉擦際甑 

*が*が*が*が*が*が*が*が*が*が*が*が*が*が*が*が* 

ď質司鹿視伺旨鹿児ď質司鹿視伺旨鹿児ď質司鹿視伺旨鹿児ď質司鹿視伺旨鹿児    2010201020102010

烝ブ擦参烝ブ擦参烝ブ擦参烝ブ擦参    施詞実璽識渝施詞実璽識渝施詞実璽識渝施詞実璽識渝    

試竺施糸滲試竺施糸滲試竺施糸滲試竺施糸滲    

05鶫昨才憖た┘θ嘆徑4/1110

斯旨至痔昨┖跚χ甑捩デθ1970

烝ブ擦参χ坤穢敕朔燼傘祭碕雑

埼済剤腰⑰削作榊崎哉傘坂砕

埼際甑姿嗣児昨譌梺n止執祉

実昨梵魔諭削栽栽榊崎哉擦際甑

罪祭埼爾紫支実施鯖式雌似式

汲₂燦溜砕崎哉擦際甑罪参晒

朔緖賽埼際甑罪祭昨跖こ朔擦

傘埼支試詞式司痔昨皿妻埼際甑皿哉檮睛燦裁

崎采参擦際歳腰馮鑚ɚ作汲₂堙朔作哉碕ヮ撒

参崎哉擦際甑試竺施糸削朔梵魔諭歳哉作哉冴

薩腰45歳爾紫支実施燦裁崎哉擦際甑妻阪昨 4

朝昨敕鷺雑昨妻阪腰司鹿視伺屍朔瀧ん託昨敕

鷺雑埼際甑敕鷺雑歳ブ擦参傘碕✂㉚鶺颱作鷺

哉采肴栽昨鶺颱燦際傘祭碕削作榊崎哉擦際甑

擦冴腰敕鷺雑冴阪朔っw59昨鶺颱燦搆烝溜砕

崎哉擦際θ坤祭参朔仔磁式始昨NGO寺竺施史

屍詞埼際墾碕坿匹昨諭澑歳シ軛裁冴χ甑直昨 3

朝昨敕鷺雑冴阪昨把爲削彳済作儁巠朔再三擦

在珊甑祭昨O̊三昨は昨褫め昨譌梺1朔嫻╪弐

通託坂栽晒彳沢彿坂碕ヮ撒参崎哉擦際甑埼際

栽晒罪昨擦擦慼冊崎哉擦際甑鴈昨済昨祭朔盻

剤譌梺n弐燦ツ冊崎雑晒哉擦際甑埼雑作傘冊

采敕鷺雑削朔諾彩作哉皿妻削裁崎哉擦際甑持

式実廋雑腰鷺祭埼蘋参冴雑昨栽盻剤î傘盻ギ

歳再三擦際甑鷺祭昨再冴三歳﹇韆

細参崎哉崎腰鷺昨再冴三歳柺Ïɚ

済参哉作昨栽燦腰45冴阪朔î榊崎

哉擦際栽晒甑穢敕昨┖跚昨淀嗽朔腰

朔榊済三撒栽三擦在珊甑雑裁栽裁

冴晒併提ɚ作雑昨栽腰再傘哉朔腰

譌梺1昨在哉栽雑裁参擦在珊甑45

歳鵡妙裁崎哉傘旄餮削朔 500朝

昨ブ癨歳哉擦際歳腰廟采把爲作敕

鷺雑朔碕崎雑棍作哉碕磔哉擦際甑

札珊作典歳甌哉埼際甑歳珊昨敕鷺

雑腰1朝朔î榊崎哉擦際甑 

蹙鑚栽晒昨謚蝠朔碕崎雑再三歳冴哉埼際甑

慼冊雑昨腰霙P腰似祉璽執傍作鷺燦プ妻祭碕

歳埼済擦際栽晒甑45朔っw591435歳再三擦際甑

彿θ1973烝ブ擦参χ朔 4烝縫削っw59歳珊昨

腆△燦溜砕擦裁冴甑っw59燦廟蠻箆裁崎腰次

識示執傍燦鐓ぁ裁崎哉擦際墾 
 

MMMM質嗣児志実誌耳θ質嗣児志実誌耳θ質嗣児志実誌耳θ質嗣児志実誌耳θ1998199819981998烝ブ擦参χ烝ブ擦参χ烝ブ擦参χ烝ブ擦参χ    

施詞実璽識渝施詞実璽識渝施詞実璽識渝施詞実璽識渝    試竺施糸坿癒試竺施糸坿癒試竺施糸坿癒試竺施糸坿癒        

菱徃磽彳20æ署藴朿甑良Q痂耨濁廟θQ昨痂

罪昨雑昨鯖腰Q昨う歳作哉χ甑33oæ署藴朿甑

îɚ藴歳哉甑賭⊕噤飫甑崎珊栽珊甑捩デθ1977

烝ブ擦参χ坤戡朔超腰33o昨わ碕腰┤謔着搨昨

わ燦鐓ぁ裁崎哉擦際甑ブ擦参冴迯朔腰良Q歳

作哉碕哉妻祭碕通弸朔儁巠歳作哉碕ヮ撒参崎

哉擦裁冴甑Q朔癆埼痂耨腆△燦際参柵皿哉坂

山妻碕甑埼雑耨摩際傘削肴参崎鬳┺歳採祭傘

皿妻削作三擦裁冴甑烝削 1燵朔盻剤姿嗣児昨
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┖㾱削⊕済擦際甑豬溫戻評㾱際傘祭碕雑再三

擦際甑姿嗣児昨┖㾱埼昨せ柆腰汲₂朔際冊崎

鐚賽埼際甑坿匹昨┖㾱朔緖賽埼栽栽参擦際歳腰

祭昨皿妻作┖跚昨敕鷺雑燦溜砕評参傘梵魔┖

㾱朔再三擦在珊甑 

穂薩腰敕鷺雑昨┖跚朔併提栽雑裁参作哉碕ヮ

撒参擦裁冴歳腰ツ冊崎札冴晒罪妻埼朔作哉碕

撒栽三擦裁冴甑45朔腰糸史識賜字使式昨譌梺1碕

輸逃歳再傘碕磔哉擦際甑忠朝¥昨敕鷺雑燦ペ

殺昨朔碣栽榊冴砕参鷺腰ゃ盪裁擦裁冴甑託昨

敕鷺雑朔把爲琢昨彳済作儁巠朔再三擦在珊甑

蹙鑚昨謚蝠朔碕崎雑糂〕裁崎哉擦際甑採栽砦

埼盻ギ作諭わ仟燦プ妻祭碕歳埼済擦際甑 

哉肴雑妻阪昨は埼碕参冴褫め燦慼冊崎哉擦

際甑鴈昨済昨祭鯖持式実朔敕鷺雑削朔諾彩崎

哉擦在珊甑45Ĝ朔腰っw59削儁巠歳再三腰

次識示執傍燦鐓ぁ裁崎哉擦際甑姿嗣児昨┖㾱 

埼暼鑢鶺颱燦溜砕崎哉擦際歳腰凋〛ホ雑栽栽

三擦際裁腰鶺颱ホぁ雑栽栽三擦際墾 

 

         

 

    

    

SSSS質爾姿斯痔θ質爾姿斯痔θ質爾姿斯痔θ質爾姿斯痔θ2007200720072007烝ブ擦参χ烝ブ擦参χ烝ブ擦参χ烝ブ擦参χ    

施詞実璽識渝試竺施糸坿癒施詞実璽識渝試竺施糸坿癒施詞実璽識渝試竺施糸坿癒施詞実璽識渝試竺施糸坿癒    

((((糸史識賜字使式糸史識賜字使式糸史識賜字使式糸史識賜字使式淀æ栽晒㋼淀æ栽晒㋼淀æ栽晒㋼淀æ栽晒㋼ 70707070姿竺姿竺姿竺姿竺昨闌昨闌昨闌昨闌))))    

菱徃磽彳20æ署藴朿甑┤謔着搨昨わ燦鐓ぁ甑

諭わ仟昨ホぁ朔烝戻 750詩識甑糸史識賜字使

式宙譖削皿傘┖跚碕ィ暼細参崎哉傘甑ヮリ燦

や在剤腰枹冴済三甑皿采┤謔歳I̊祭傘甑捩デ

朔 1986烝ブ擦参甑讙澑碕裁崎畑哉崎哉冴歳腰

Q圻朔敕鷺雑昨達や燦裁崎哉傘冴薩畑哉崎哉

作哉甑字識実持式実ニ廝昨辻跳昨捗宙燦裁崎

Ⅷ哉埼哉傘甑爾屍斯痔昨 2遁烝託昨瓏昨把爲

削儁巠朔作哉甑 
 

闌昨諭澑闌昨諭澑闌昨諭澑闌昨諭澑    坤祭昨闌埼朔慼冊P昨譌梺1朔嫻

╪弐通託碕細参崎哉傘栽晒腰ツ冊晒参崎哉擦

在珊甑雑裁ツ冊傘作晒腰士字識糸滲擦埼⊕栽

作哉碕㎏鮨朔再三擦在珊甑埼雑腰雑妻撤褊朔

札作再擦三跚削裁崎哉作哉碕磔哉擦際墾糸史識

賜字使式宙譖癆削祭昨闌昨撤褊昨┖跚朔崢彩擦

裁冴栽ş碕哉妻ョ儁削檮裁崎朔坤祭昨闌朔

匹骨撤褊歳棍作哉栽晒腰┖跚歳崢彩冴碕栽ヮ

彩擦在珊墾碕哉妻七彩埼裁冴甑 
 

試竺施糸滲昨試竺施糸滲昨試竺施糸滲昨試竺施糸滲昨椌姫56諭椌姫56諭椌姫56諭椌姫56諭    MMMM質質質質

嗣鴫実試嗣鴫実試嗣鴫実試嗣鴫実試    坤典不譌梺1弐燦

ツ冊冴哉朝朔腰緖賽埼鶺颱燦

溜砕晒参傘甑弐歳珽砕参柵細

晒削鶺颱甑埼済参柵 1烝削瀧

燵朔ツ冊冴跏歳フ哉碕磔妻甑

試竺施糸鯖滋孜実識っ昨か削朔腰

菱徃磽昨┖跚昨敕鷺雑歳彌

哉甑敕鷺雑朔札珊作っw59昨

儁巠歳再傘甑彳朝朔ネ鯖直昨

o咏 昨歳珊歳彌哉墾 

 
爾屍斯痔 嗣児志実誌耳 
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試竺施糸栽晒祭昨闌削塁栽妻〒嘆腰熏哉h

淀削思司賜詞式昨54参燦¥削裁冴甑輪⊕裁冴試竺

施糸昨諭澑嗣鴫実試削皿傘碕腰G菇歳40裁采字識

実持式実歳わ枡作鴈燦雑肴祭昨闌朔腰氏似嗣詞

迯鎚削朔鴇揜坿坂榊冴罪妻坂甑裁栽裁糸史識賜

字使式宙譖癆腰譌梺n﹇韆坿娵碕作榊冴甑嗣鴫実

試朔腰坤字識実持式実歳鷺珊作削冴采細珊再傘栽

コ在冴哉栽晒腰œ燦棍裁膿薩崎察裁哉墾碕殺

¹腆削ヮ榊冴甑œ暑栽晒鴈削評傘碕際犀腰字識

実持式実歳54ブ裁崎哉冴甑嗣鴫実試碕腰輪⊕裁

冴姿嗣児昨絨冏嗹典昨旨祉紫児朔腰罪昨字識実

持式実燦蘋榊崎慼冊慱薩冴甑煠哉崎腰坤祭祭朔﹇

韆坿埼裁鮫妻ş墾碕し采碕腰坤罪妻坂砕鷺腰罪

昨嘆埼雑祭祭朔柺Ïɚ晧廟坂碕î榊崎哉傘栽

晒彳沢彿墾碕嗣鴫実試甑坤罪参削似祉璽執燦蠖

晒作哉碕墾碕姿嗣児栽晒陋冴悄磽朔七彩冴甑 

 

が℧が℧が℧が℧が℧が℧が℧が℧が℧が 

司屍鹿使試昨絨冏嗹典坤糸史識賜字使式昨敕鷺雑

昨ブ斂墾朔腰糸史識賜字使式淀æ枕畑k碕罪昨朸

踞歳撤珊埼哉冴寺式侍而糸滲昨步飫褊削皿榊崎

こコ細参擦裁冴甑疆穂朔腰弸嚔栽晒昨謚蝠P

ユ燦步飫褊冴阪削㎣裁冴三腰步飫褊昨敕鷺雑

昨冴薩昨貭尤讙曦燦明采㌱湊削裴珵燦18哉崎

哉擦裁冴甑Q圻朔腰司屍鹿使試昨﹇韆坿娵昨敕

鷺雑冴阪昨謚蝠削裴珵燦18哉崎哉擦際甑坤糸史

識賜字使式敕鷺雑嫻襯墾昨直腰使祉式耳鯖旨時使執昨

絨冏嗹典碕誘本輸逃削再三腰﹇韆坿娵昨敕鷺

雑冴阪燦罪参晒昨嚔匙鴇揜細在崎哉擦際甑旨祉

紫児昨 1朝腰姉式実試朔腰匹糸史識賜字使式淀æ

枕畑k埼腰彿朔Q圻雑糸史識賜字使式埼畑哉崎哉

擦際θ4蹙糸史識賜字使式埼畑済腰3蹙姿嗣児昨G

晁削胝傘碕哉妻ブ㌱χ甑彿朔珽✂坎歳再三腰わ

歳靭栽在作哉碕哉哉擦際甑 

PPPP質姉式実試質姉式実試質姉式実試質姉式実試    姿嗣児滲姿嗣児滲姿嗣児滲姿嗣児滲θθθθ坤坤坤坤糸史識賜字使式昨糸史識賜字使式昨糸史識賜字使式昨糸史識賜字使式昨

敕鷺雑昨ブ斂墾旨祉紫児敕鷺雑昨ブ斂墾旨祉紫児敕鷺雑昨ブ斂墾旨祉紫児敕鷺雑昨ブ斂墾旨祉紫児χχχχ    

坤45朔糸史識賜字使式淀æ昨4陵瀅埼畑哉崎哉擦

裁冴甑梵魔朔尤旄埼腰淀æ不昨靱燦印暼裁崎腰

罪参燦鷺祭削=傘栽腰碕哉妻捗宙埼裁冴甑超

磔哉箆裁崎雑腰淀æ埼昨捗宙朔碕崎雑き六㊪

栽榊冴埼際甑宙譖癆腰へ佻朔✂㉚燦ツ冊晒参

擦裁冴甑45朔跚燦徙哉┖㾱匙殺柵参擦裁冴甑

策鷺哉◇鍄燦裁冴朝冴阪朔札珊作囊珊埼裁擦

哉擦裁冴甑馭臘△歳梵魔昨彿朔宙譖癆腰坤天雑

盪盆作哉腰天雑碣歳傘祭碕朔作哉珊坂墾碕ヮ

榊崎哉擦裁冴甑痳朔腰雑妻罪珊作桜妻削尣削

凌済Ů擦参崎裁擦榊崎哉擦際甑45歳┖㾱栽晒

胝榊崎妻阪埼薙参冴碕済雑腰坤採擦彩朔瀧典腰

天燦桜菜砕崎哉傘珊坂墾碕ヮ榊冴昨埼際甑穢

敕朔碕崎雑彬淋歳笨哉迯鑢歳再三擦裁冴甑汲

裁崎采参傘碕ヮ妻作晒天埼雑徳載崎腰1/81/100澑

昨皿妻作朝燦嵃榊冴祭碕雑再三擦裁冴甑45朔

っw59碕拇朝56昨腆△燦溜砕擦裁冴甑っw59次

識示執傍歳靭栽在擦在珊甑﹇韆坿昨朝冴阪朔鴈

埼碕榊冴持式実燦姿嗣児埼廝榊崎哉擦際甑罪参燦

プ榊崎慼冊冴晒腰札珊作典昨嘆削碕三祭擦参

崎腰旨詞竺執糸司痔作珊崎剤榊碕逼三62砕傘昨埼

際甑ブ済獪索傘削朔腰:栽作îゖ碕擦碕雑作

4/1110腰肴擦三副倮細歳盻ギ埼際甑ǜ陵瀅埼畑

哉崎哉冴45栽晒ブ擦参冴穢敕朔腰敕鷺雑昨夤

┖甌埼朔再榊冴砕参鷺腰超朔諭56彳旄埼旄珊

埼哉擦際甑祭祭擦埼テ榊崎采参冴祭碕朔忿'

坂碕磔哉擦際甑4/11┦削糂〕際傘裁栽再三擦在

珊甑輪載仔歯実詞削撤珊埼哉傘朝冴阪朔札珊作

寺式侍而糸滲栽晒昨步飫褊埼際甑0脉昨朸踞昨

17遁昨戡細珊朔腰鏘0ɔ✂┖燦æ┖裁擦裁冴甑

瀧典哉肴擦埼祭妻哉妻祭碕歳62采昨坂山妻栽

碕磔哉擦際墾 
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里里里里子子子子の家族の家族の家族の家族からからからからの手紙の手紙の手紙の手紙    

甲状腺手術後の若者の死 

 

 

◆ディーマは大学 3年生を終了するところで、

今期末試験期です。面接試験と 4 科目の筆記

試験にはパスして、あと 1 科目残すだけとな

りました。その後は実習がありますが、もう 4

年生に進級したと言えるでしょう。実習の後、

うまくいけば、服を買うくらいの収入を得ら

れる仕事に就けるでしょう。二男ヤロスラフ

は今年、無線工学の大学に入りました。半年

の勉学は大変でした。心臓の病気があり、勉

学は遅れ、2教科は受けられませんでした。通

信教育に移るかもしれません。これが、私た

ちの近況です。感謝と、あなたのご多幸をお

祈りします。（ベラルーシ ゴメリ州カリンコ

ヴィチ市）◆私たちのアーニャを助けてくだ

さっていることに、心よりお礼を申し上げま

す。アーニャはよくあなたのことを思い出し、

あなたの写真をながめています。アーニャは

もうすぐ 5年生になります。6月 15日から、

ミンスク郊外のビレイカにあるサナトリウム

に保養に行きます。ご支援に深く感謝申し上

げます。ほんとうにありがとうございます。

（ベラルーシ ゴメリ州カリンコヴィチ地区） 

 

以前、里親から

支援を受けていたベラルーシの青年ジェーニ

ャ（29 歳）が、10/28 に亡くなりました。ミ

ンスク市に生まれ、子どもの頃甲状腺がんの

手術を受けた彼は、子ども基金の招待でベラ

ルーシのサナトリウム「希望 21」で毎年保養

をしました。その後、大学で経済を学び、ミ

ンスク市内の銀行に勤務。親から独立し、アパ

ートで暮らしながら将来の計画をたてていまし

た。甲状腺ホルモン剤を服用し、定期検査もき

ちんと受けていました。しかし、突然自宅の

玄関で倒れ、亡くなりました。心不全でした。

手術で甲状腺を切除した患者には、人工的な

ホルモン剤が必要です。しかし長期に服用す

ることでさまざまな副作用もあります。心臓

への負担もその一つといわれています。 

ジェーニャが所属していた慈善団体のスタッ

フ「彼がこのように突然亡くなることを、誰も

予想していませんでした。彼自身も、こんな

ふうに突然命が終わるとは思っていなかった

はずです。家族も、彼を知っている私たちも

みんな、悲しみにくれています。なぜこのよ

うなことになってしまったのか。これ以上言

葉が何もありません」 

「希望 21」で一緒に保養をして、その後も

交流を続けていた友人たちも、私たちに知ら

せてきました。「僕たちの友人、ジェーニャが

亡くなりました。もう彼は僕たちと一緒に過

ごすことはありません」（イワン 29 歳）「結婚

して自分の家族をつくる、そのような人生を、

彼は生きることができなかったのです。私た

ちはみんな深い悲しみの中にいます」（ナターシ

ャ  29歳） 

 1998年、初めて「希望 21」を訪れ、子どもたちに

少林寺拳法教室を開いた。ジェーニャは生徒の一人だ

った。その後毎年、「希望 21」で顔を合わせていた。

いつも多くの友人に囲まれていた彼の人懐っこい笑

顔を忘れることはできない。（事務局 佐々木）    

里 親 の ペ ー ジ里 親 の ペ ー ジ里 親 の ペ ー ジ里 親 の ペ ー ジ     
    

里親制度について詳しくお里親制度について詳しくお里親制度について詳しくお里親制度について詳しくお知りになりたい方は事務知りになりたい方は事務知りになりたい方は事務知りになりたい方は事務

局へお問い合わせください。資料をお送りします。局へお問い合わせください。資料をお送りします。局へお問い合わせください。資料をお送りします。局へお問い合わせください。資料をお送りします。 
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    報告会報告会報告会報告会    2012201220122012 年夏年夏年夏年夏    子どもたちの保養子どもたちの保養子どもたちの保養子どもたちの保養    ～～～～チェルノブイリと福島チェルノブイリと福島チェルノブイリと福島チェルノブイリと福島～～～～    

11 月 25 日、JICA 地球広場（東京市ヶ谷）にお

いて「チェルノブイリ子ども基金」「未来の福島

こども基金」により、子どもたちの保養と現状の

報告会を開催しました。都知事選が決まり、衆議

院選もか？というなにかと忙しい最中でもあり、

また、初めての会場でお客さまがいらしてくださ

るか心配しましたが、当日は 40 人の参加者があ

りました。足をお運びくださったみなさま、あり

がとうございました。 

最初に、チェルノブイリの子どもたちの状況を

佐々木真理が報告。次に未来の福島こども基金の

津布久賢三郎が福島の子どもたちの保養の報告

をしました。最後に、昨年の福島原発震災以来、

たびたび開かれている福島での“健康相談会”の

様子を黒部医師が報告しました（12 頁をご覧くだ

さい）。 

  

 参加者アンケートには 16 人の方から回答があ

りました。一部をご紹介します。●大変興味深か

った。チェルノブイリの現在までの影響を考慮し、

福島の子どもたちに早急且つ長期的支援を視野

に入れた行動をされていることを拝見しました。

私もその都度私らしい方法で参加します。子ども

たちが放射能の影響を気にせずに外で友人と遊

ぶことはとても大切だと思います。●保養の重要

性を初めて聞いて、福島の子どもたちに早くさせ

なければいけないと思う。●原発事故被害者の切

り捨ては絶対に許されない。何より子どもたちの

未来とこれから生まれる子どもを守れるのか。●

多くの方々が情報を共有し、被害者の支えになれ

ることを期待します。●保養地をもっと多く、広

く募集して行ってほしい。個人的にも協力したい

人は多い。まず子どもたちを救いたい。●久米島

の現状が聞けてよかった。継続して取り組んでほ

しい。●放射能汚染がこの先何をもたらすのかを、

日本中で議論されず関東以西の人たちが理解し

ていないとも思います。より浸透していくことを

願っていますし、同様の事を考えている団体・組

織との連携で大きな声になると思いました。●ベ

ラルーシ・ウクライナの厳しい様子をお聞きし心

が痛みます。また、福島で避難できずにいる人た

ちの現状を知り、ますます保養の必要性を覚えま

した。出来るところで協力したいと思います。 
 

講演後、福島県いわき市から東京に避難されている

Ｋさんから切実な質問がありました。「昨年の 3・11

直後、放射能が拡散している最中に車で避難した。渋

滞が著しく何時間もかかった間に被曝したと思う。移

動中に2人の子どもたちが鼻血を出したり吐いたりし

た。今も体調がすぐれない。今後の健康が心配、大丈

夫だろうか？」と大変不安な様子でしたので、後日、

事務局でお話を伺うことになりました。翌週、子育て

中のＡさん（ボランティア）にもご参加いただき、Ｋさ

んのお話を伺いました。放射能被曝は環境や体調によ

り、個人差が大きく専門的なアドバイスはできません

でしたが、Ｋさんは悩みを吐き出したことで少しほっ

とされたようです。また、関東も一部では汚染されて

いますから、放射能の心配をされているＡさんと同じ

思いを共有できたことはよかったのではないでしょ

うか。今後も連絡を取り合っていくことにしました。 
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今年 7 月、沖縄県の久米島町に東京電力福島

第一原発事故で被災した子どものための保養所

「沖縄・球美の里」が開設しました。球美の里の

目的は子どもを被ばく被害から守ることです。毎

月 1回約 2週間の日程で 50名前後の母子を受け

入れており、11 月には第 6回目の保養を行いま

した。チェルノブイリ子ども基金の姉妹団体であ

る未来の福島こども基金も特別後援団体として

DAYS 被災児童支援募金とともに球美の里の保

養費を支援しています。 

いま福島を中心に放射能汚染による子どもの

被ばく被害が懸念されています。福島県の行う県

民健康管理調査の結果によると、今年 8 月末時

点で調査を終えたおよそ8万人の子どものうち1

人から甲状腺がんが見つかりました。また同じく

調査を終えた福島市の子どもおよそ 4 万人のう

ち 43％に甲状腺のう胞が見つかっています。従

来、小児甲状腺がんが 100 万人に 1 人の割合で

発症すると言われるほど稀な病気であること、ま

たのう胞が通常 10歳前後の子どもではその 1％

程度にしか見つからないものであることを考え

合わせると、この調査結果からは放射能によって

子どもの甲状腺に異変が生じている可能性が疑

われます。また甲状腺の問題以外にも被ばくの影

響とみられる様々な健康問題を耳にしています。 

加えて、被災地では放射能の問題から二次的な

健康被害も生まれています。それは放射能の影響

で屋外活動が制限されたために、子どもたちの体

力低下が起きていることです。例えば、郡山市の

公立保育園では屋外活動の時間が 0～2歳の子ど

もで 1日 15分、3～6歳の子どもで 1日 20分と

制限されています。また郡山市の公立小中学校で

は昨年の 5 月から今年の 3 月にかけて屋外活動

が 1 日 3 時間までと制限されていました。その

結果、例年にくらべて鉄棒で逆上がりの出来ない

子どもや 50メートル走を走りきれない子どもが

目立つという報告があります。3時間ルールは今

年の 4 月に解除されましたが、それにより子ど

もの外部被ばく線量が増えたという指摘もなさ

れています。被ばく被害を防ごうとして体力の低

下が起こり、体力低下を防ごうとすると今度は被

ばくが増えるというジレンマを抱えた難しい状

況があります。 

このような状況を脱するひとつの道として保

養への参加があります。実際、球美の里にはその

ような困難を抱える母親とその子どもたちが参

加しています。球美の里に参加した子どもの中に

は、期間中にはじめて逆上がりができるようにな

ったり、自転車に乗れるようになったりした子ど

もたちがいます。また小さい子どものなかには海

で泳ぐのが初めてという子もいます。外で走りま

わったり、海で泳いだり、原発事故前に当り前に

できたことが今は放射能のためにできなくなり、

それが子どもの成長の機会を奪っているのです。 

被災地に暮らす子どものうち保養に参加して

いるのはまだごく一部にすぎません。参加を希望

しているけれど母親が仕事を休めず、付き添いの

必要な小さな子どもを保養に出せないという家

庭や、そもそも子どもの保養の必要性を認めない

家庭もあります。子どもを取り巻く環境の違いに

よって、何度も保養に参加できる子どもがいる一

方で、一度も参加できない子どもがいるという保

養格差の問題も現れています。球美の里では来年

度から福島県の自治体と協力して学校単位で保

養を受け入れる移動教室の試みを模索していま

す。それが家庭の事情にかかわらず保養を必要と

するすべての子どもたちの参加へとつながり、保

「「「「沖縄・球美の里」沖縄・球美の里」沖縄・球美の里」沖縄・球美の里」子どもたちの保養子どもたちの保養子どもたちの保養子どもたちの保養    
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養格差の解消につながることを願っています。 

子どもを被ばくから守るのに今からでは遅す

ぎるということはありません。未来の福島こども

基金は今後もチェルノブイリの経験から学びつ

つ、将来起こりうる子どもの被ばく被害を未然に

防ぐためにできるだけのことをしていきます。 

「未来の福島こども基金」世話人 津布久賢三郎 

（※この原稿はニュース用に書き直しましたので、実
際の報告とは少し異なりますことをご了解ください。） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
「沖縄・球美の里」に参加したお母さんの声をご紹介

します。（第６回目の保養は 11/7～11/22 までの 16

日間にわたって行われ、 赤ちゃん 3 名を含む子ども

25 名と大人 8 名の計 33 名が参加しました。） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

第 6回沖縄・球美の里保養プロジェクトに参加

させていただきありがとうございます。球美の里

を立ち上げてくださった方々、ご支援いただいて

いる関係者全ての皆様に心から感謝しておりま

す。心身ともに元気になり、素晴らしさを実感し

ました。閉ざしていた心がだんだんと開いていく

ようでした。球美の里はパワースポットでした。

皆様からの沢山の愛を受け取らせていただき、私

たちは恵まれていることに気がつくことが出来

ました。福島県では 18 歳以下の医療費が無料に

なったり、病院や、入院施設の整備が進められて

います。そんなことよりも、発病の予防を考える

球美の里のような施設が、子どもたちの健康を守

る為に必要であると確信しました。 

原発事故以来、拭いきれない不安の中で生活を

しています。昨年は、子どもたちも体調を崩すこ

とが多く、最近では長男が胸を痛がっていました。

低線量長期被爆が子どもの健康に与える影響が

気がかりで、汚染地域から離れ、免疫力を回復さ

せたいという思いで参加させていただきました。 

久米島空港に着いた瞬間から暖かな気候、青い

空、美しい海に癒され、心が安心しました。ボラ

ンティアスタッフさんたちの顔を見た時、(なん

ていい顔をしているんだ)と驚きました。素晴ら

しい方たちが集まって、本当に良くしていただき

ました。球美の里での生活は、地元のお母さんた

ちが愛情のこもったおいしい食事を作って下さ

り、元気になっていくのを感じました。子どもた

ちは外で思いきり遊び、石や葉っぱを拾いながら

散歩したり、芝生を裸足で走ったり、洗濯物を気

持ちよく外に干せたり、綺麗な空気、大地、水の

有難さを今まで以上に感じました。子どもたちが

笑顔で遊ぶ姿を見るのがうれしくて、幸せな時間

を過ごしました。 

理事長の広河隆一さんの、経験に基づいたお話

は、まさに真実で心に響きました。〔子どもを守

ろう〕という力強さに感動しました。真実を見つ

めること、真実を受け止めることが大切なんだと

感じました。 

滞在中に受けさせていただいた甲状腺検査で

は、最初に私が「きれいです。良かったね」と言

われ、次に 6歳と 3歳の息子たちには「のう胞が

多数あり」という診断でした。やはり釈然としな

い思いがあり、現実の厳しさを痛感しています。

次男に「ぼくはもうすぐ死ぬの？」と聞かれまし

た。甲状腺だけの問題ではなく、様々な健康被害

が懸念されます。 

出来れば福島を離れたいのですが、夫は祖父か

ら受け継いだ仕事をやめる気持ちはなく、避難す

るとなると母子だけとなり、家族がばらばらにな

ってしまうことに葛藤があり、実行出来ずにいま

す。心の中では福島県に住み続けて大丈夫なの

か？という思いがあります。 

現在では球美の里が第二の故郷の様に感じて

います。久米島の方々の思いやり、受け入れて下

さる心にも感謝しています。とても素晴らしい所

でしたので、多くの福島の子どもたちが球美の里

を訪れて元気になって欲しいと望んでいます。理

想としては半年に一度くらい訪れ、健康を維持出

来るようにしたいです。 

今後とも多くの皆様の継続的なご支援を必要

としています。どうかご協力お願い致します。私

も自分の出来る支援金集めを始めたいと思いま

す。そして子どもたちの明るい未来をあきらめる

ことなく想像して創造していきたいです。 

（阿部重実 福島県いわき市） 
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販 売 品 の ご 案 内  
収 益 は 子 ど も た ち の 支 援 に ！  

 

   

おかげさまで、2012 年度カレンダーは完売いたしました。みなさまのご協力に感謝いたします。 

事務局では他にも下記の品物を販売しています。クリスマスや新年のプレゼントなどにもご利用

下さい。 

ポストカード 

「いのちの輝き」 6 枚組 広河隆一写真 

500 円 10 セット以上 1割引き 

 

書 籍 

★『ニーナ先生と子どもたち』1,300 円 

広河隆一著・写真（小学館）“日本語版”  

チェルノブイリ事故により放射線汚染地域とな

った学校のニーナ先生、病気の子どもたち、

自然界の異変、人が住めなくなった村など、

被災地の様子を、写真を通して伝えています。 
 
 

★ 『 生 き て い た い ！ 』（ 在 庫 僅 か ）  

1,600 円 チェ

ルノブイリ子 ど

も 基 金 編 （ 小

学館）チェルノブ

イリ事故当時、被

害にあった子ど

もたちが描いた

絵と詩。この本の中の絵は、2013 年カレンダ

ーに使われています。 

★「写真記録 チェルノブイリ消えた 458 の村』

8,000 円 広河隆一著（日本図書センター）

放射能汚染により人の住むことができなくな

ってしまった村々の貴重な写真記録集。 

ＣＤ 

★CD「消えた故郷・生命の輝き２」ナターシャ・

グジー（子ども基金  制作）2,000 円 

チェルノブイリ15周年救援 CD アルバム 

★CD「セルツェ」ナターシャ・グジー（音楽セン

ター）2,500 円 
 

マトリョーシカの小物 

★マグネット：縦 6cmx 横 4 ㎝ 

★キーホルダー：縦 4.5cmx 横 2.7 ㎝(人形本

体の大きさ) 

各１個 500 円。色・柄はお任せください。 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 

【ご注文方法】①住所 ②電話番号 ③氏名 

④希望品名と数量を明記の上、郵便・FAX・ 

E メールでお申し込みください。子ども基金の

ホームページからもお申し込みいただけます。 

【お支払い方法】 

振込用紙を同封しますので、品物が届きまし

たらお振込みください。小額の場合には切手

でのお支払いも可能です（封筒に金額分の切

手を入れてお送りください）。※別途送料がか

かります。（物販情報は子ども基金のホームペー

ジ“最新情報欄”にも一部写真入りで紹介してい

ます。） 
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2011烝6鏤栽晒慱擦榊冴腰03歹滲埼昨敕鷺雑

把爲bド抵削朔腰哉山哉山讙彩晒参擦裁冴甑 

 疆穂栽晒ǘ嘖采晒哉朔腰漾鑒k雑彌采腰03歹栽

晒步飫際冊済栽ほ擦傘栽4榊崎哉冴デ冴阪歳陋崎

哉擦裁冴歳腰罪昨朝冴阪削朔捗宙昨再傘'デ燦逼

裁崎埼雑腰敕鷺雑碕捩デ朔際犀步飫裁作細哉碕ホ

嘆燦艸際坂砕埼裁冴歳腰彜帝札軛砕昨9鏤朔涉哉

擦裁冴甑步飫裁冴采崎雑埼済作哉捩デ昨bド歳嘆

盪削作榊冴昨埼際甑'デ昨捗宙腰朸昨竺実執腰朸

削祭坂撒傘デ碕昨:嫩腰嘆旄腰珽餮ブ昨離署碕慕

参傘昨朔搗腰29慼鯖餮爛昨嫻╪弐作鷺昨祭碕燦ヮ

妻碕腰浪三栽晒ɔ哉‹埼コ晒参傘祭碕作鷺甑笵札

燦し采寢削作榊冴昨埼際甑罪裁崎逗0削盪X始司

執止鹿実鯖珀つ廂擦埼歳逃撒晒菜傘燦癧作采作榊

冴昨埼際甑罪裁崎超朔腰彌采昨朝朔再済晒薩崎腰

步飫埼済作哉Q曚昨嘆埼腰天雑糂載作哉譌梺n昨

祭碕燦腰譏燔鯖p昨ヮ妻坤﹇韆朔徹哉栽晒彳沢

彿墾碕哉妻昿提削知晒菜傘燦癧作采作榊崎哉傘昨

埼際甑03歹p歳廟p褊燦檮ょ削裁冴坤嫻鑚ツ颱墾

昨嘖率ò朔2012烝3鏤埼21.8⊠碕徹采腰Q圻埼

雑步飫漾鑒k朔40が50⊠碕ヮ撒参崎哉擦際甑步

飫碕哉妻ヮリ雑82撤碕哉妻ヮリ削鏥撒三腰濁晧燦

莵阪作歳晒雑腰G本埼朔鷺妻際傘祭碕雑埼済剤削

釵晒裁崎哉傘昨埼際甑 

ľŹľŹľŹľŹľŹľ℧ľŹľŹľŹľŹľ 

p朔18遁通託昨敕鷺雑昨っw59昨鶺颱燦明慱

裁擦裁冴歳腰超烝瀧朝っw59歳珊歳コ肴栽三擦裁

冴甑pコ諭彳朔宙譖碕朔輸逃作哉碕ヮ榊崎哉擦際

歳腰糸史識賜字使式昨10滽栽晒朔腰祭参栽晒坂珊

坂珊コ肴栽傘敕鷺雑歳崢彩崎⊕采埼裁鮫妻甑罪裁

崎皿察鷺崢彩作哉沪三腰宙譖昨在哉碕ィ暼細参擦

在珊甑甓奉步飫坿娵昨嫻╪雑糸史識賜字使式昨10

滽燦溜砕61歳剤腰鑷坂削烝戻20璽式斯実持識詞

埼腰糸史識賜字使式埼朔腰步飫娘櫓坿娵鯖譌梺n

っX坿娵削作榊崎哉傘脉燦腰03歹p削再崎朔薩傘

碕3便昨2哲削作傘昨埼朔作哉埼裁鮫妻栽甑嚔薇

ɚ削朔陬庁擦埼﹇韆細参崎哉傘碕磔撒参崎哉擦際甑

幽リ腰陬庁昨瀧使朔﹇韆細参崎哉擦際甑罪参Q曚 

 

埼際甑士式執侍紫屍埼昨ﾔ11/12飼紫糸 

宙鍔朔寤暑細参崎哉擦在珊歳腰嚔薇ɚ削朔苗菇尤

裁崎哉擦際甑濯絆昨ﾔ11/12栽晒転榊冴飼紫糸燦褫ゅ

fX歳敏腆嗹昨廐⊕抵昨迯削廟佻削㎣裁腰士式執

侍紫屍昨評寢瑟削肴砕崎⊕禍裁冴祭碕歳墓三腰蹙

鑚昨敏腆嗹坂砕瀧浪埼箆細参崎裁擦榊冴昨埼際甑

林嚔昨竺使耳式至伺昨朝骨昨縫燦〛煮細在晒参作

栽榊冴昨埼際甑 

ľŹľŹľŹľŹľŹľ℧ľŹľŹľŹľŹľ 

 45朔腰鷺妻裁崎雑步飫埼済作哉朝冴阪燦作珊碕

栽謚蝠裁皿妻碕婇甍榊崎陋擦裁冴甑 

坤鑷陋昨03歹祭鷺雑嫻襯墾燦転三腰菱剤朔慼仟昨

譌梺1燦印暼際傘滲褊譌梺1印暼脉削印暼咏燦⅛

呂裁腰コ阪琢砦腰逗哉埼罪昨不昨2栽脉削不使◇

柵采燦印暼際傘次実識滋視伺始司執祉実燦⅛呂裁

擦裁冴甑罪参歳滲褊譌梺1印暼脉昨林坿埼昨明こ

碕嚔栽晒昨蝠妹燦癧崎腰p昨印暼脉鯖次実識滋視

伺始司執祉実昨棡評削棡済擦裁冴甑罪昨菱檟ɚ痺

某朔02撒三腰逗削慱薩冴昨歳腰禺濟ɚ作鴇揜跖こ

昨獵こ埼裁冴甑祭参雑糸史識賜字使式謚蝠昨10滽

燦ブ栽裁腰熏芦翅瀧細珊歳y邊摩昨婚DAYS 

JAPAN恨碕昨蒜輪埼ヴき裁擦裁冴甑 

持鹿識実斯昨10滽埼腰24 蹙戻昨鴇揜埼20 ⊠昨

不使◇柵采昨止斯司痔歳㏌棍際傘祭碕歳墓榊崎哉

擦際甑祭昨鴇揜燦03歹昨敕鷺雑冴阪削細在冴哉昨

埼際甑罪参歳超坤㌘P質U40昨裘墾埼曚Q裁崎哉

擦際甑サ⑪雑跖こ雑擦坂擦坂椌細采腰彳済采裁冴

哉昨埼際歳腰Qw埼昨殺刮雑夢襯削嵃榊崎哉擦際甑 

殺刮坂砕埼雑彳廸埼際甑鷺妻栽撒剤栽埼雑斎謚蝠

燦採庨哉裁擦際甑步飫裁冴采崎雑埼済作哉敕鷺雑

冴阪昨冴薩削甑 

鰶使徳瀧Ź際剤裁山せ₂脉脉摩 椌姫56諭澑 

鰶使徳瀧昨字竺市し下下た://ずつ三oけご-上しじn.no-けせoざ.すた/ 

䢢

䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢬䢢

祭昨淀Ⅺ朔腰2011烝 11鏤 25蹙削⊕撒参冴寤櫓抵

坤2012烝彜 敕鷺雑冴阪昨鴇揜が糸史識賜字使式碕

03歹墾θ8壩斎理軏采坂細哉χ昨嘆埼腰鰶使細珊歳

採や裁細参祭碕燦斎鑚朝削擦碕薩崎哉冴坂済擦裁冴甑 
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2012年 10月6(土)～8日(月)、さらに、11月

23(金)～25日(日)にかけて南相馬市に行き、住民

の方による環境放射線量モニタリングプロジェク

トに参加いたしました。東京の世話人の呼びかけ

に 20～30人ほどが集まり、その約半数は、新宿

からレンタカーにて、現地まで行きました。東京、

神奈川、千葉、遠くは奈良、山形からの参加もあ

りました。 

宿泊場所は「岩屋寺（がんおくじ）」というお

寺で、無料で泊めていただきました。往路、二本

松で食事をした時は、0.5μｓｖ/ｈを超えていて、

千葉県いすみ市（私の居住地)の10倍は軽く超え

ていることを身を持って実感しました。子どもた

ちも住んでいましたし、妊婦さんも歩いていまし

た。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

南相馬市のモニタリングでは、私は山の中の観

測を割り当てられ、地元の方と、山を登りました。

放射能さえなければ、素晴らしいトレッキングで、

木漏れ日にうっとりしましたが、流石に深呼吸を

する気にはなれませんでしたし、疲れたからと言

って、腰を下ろす気にもなれませんでした。一番

低くて 0.4μsv/h、山の麓が 1μsv/h、上に行くに

したがって線量は上がり最高 2μsv/hを超えまし

た。動物の姿はなく、5時間あまりの計測で目に

した動物は蛇 1匹でした。 

時折ホットスポットなのか、3μsv/hとか5μ

sv/hになり、カウンターが鳴り響きました。主

な計測器は日立アロカです。そのほかにも参加者

個人が持ち込んだ機器がいろいろとありました。

一様に、機器は鳴り響いていました。私が持参し

たのは、事故直後ネットで購入した中国製ですが

2.5μsv/h以上になると、警告音が鳴るように設

定していましたが何度か鳴ったので、びっくりし

ました。その時は、4μsv/hになっていました。 

 

 

 

2回目のモニタリングでは、さらに線量の高いと

ころを経験しました。ダムから少し入ったところ

の山の斜面下の道路で、緩やかにカーブを描いて 

いる地点です。そこは、吹き溜まりになるところ

で地元の方の観測では、最高 300μsv/hと聞き、

全身に鳥肌が立ちました。実際私たちが測った時

でさえ、軽く 200μsv/hを超えていたのです。そ

のような超ホットスポットは、近くに散在してい

る可能性があります。カウンターのアラームは終

始鳴りっ放し状態でした。山の向こうは浪江町赤

宇木地区、事故直後高放射線量の中、何も知らさ

れなかった方たちが避難していたところです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

12月 2日(日)、最高 1.55μsv/hという放射線

量の中、「野馬追いの里健康マラソン」が開催さ

れると聞いて、「ふくいち周辺環境放射線量モニ

タリングプロジェクト」は、桜井市長以下南相馬

市役所全ての部署、野馬追いの里健康マラソン実 

行委員会、テレビ・ラジオ・新聞などマスメディ

ア、共催・特別支援企業などに観測結果を添えて、

その危険性を知らせました。ところが、2500人

もの人々が一同に走り、埃等を巻き上げ、確実に

被曝をもたらすマラソンは強行されました。幼い

子どもたちも走ったのです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

私は引き続きこのプロジェクトに参加していく

つもりです。このプロジェクトの名称・世話人代

表は、以下のとおりです。 

 

「ふくいち周辺環境放射線量モニタリングプロジェ

クト」世話人代表 満田正 td5ai3@bma.biglobe.ne.jp   

 

(報告：千葉県いすみ市 小林優子) 
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■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、

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。少しの時間でも歓迎です。 
 

◎ニュース発送作業（年4回：3・6・9・12月） 

次回 日時：3/16（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） 
 

※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 留守の場合は伝言

をお願いします。T＆F 03-5228-2680 
 

■「基金ニュース」について 

募金をくださった方には、使途の報告としてニュースレタ

ーをお送りしています。また、ニュースレター購読費

（2,000円／年）も募っております。印刷・発送などの経

費の残金は、募金として使わせていただきます。 

 

■2013年カレンダーは、12月初旬に完売しました。

ご購入いただいたみなさま、ありがとうございまし

た。また、ご注文いただきながらお届けできなかっ

たみなさまには、本当に申し訳ございませんでした。 
 

■2013年4月チェルノブイリ27周年イベント 「チ

ェルノブイリと福島」 

4/8(月)～4/10（水） 絵画展 「チェルノブイリ

と福島の子どもたちが描いた絵」  

場所：文京シビック１F展示室２ 

時間：10時半～20時（予定） 

4/26（金）講演会 「チェルノブイリと福島」 

☆木村真三氏（決定）／独協医科大学準教授、国際

協力支援センター国際疫学研究室 福島分室 室長 

☆広河隆一氏（予定）／フォトジャーナリスト、DAYS 

JAPAN編集長 

場所：文京シビック 小ホール 

時間：18時半(予定) 

 

 

 

 

 

■マクシンスキー特別講演 福島の子どもたちと共に生きる 

「チェルノブイリから学ぶ福島の子どもの保養」 

開設当初から子ども基金が支援をしているベラルーシの

サナトリウム「希望21」所長のマクシンスキー氏が来日し

ます。このニュースレターが届く頃には 12/16（日）の東

京公演は終了していますが、いわき、京都での講演が引

き続き行われます。ぜひご参加ください。 

【いわき講演会】 

日時：2012年12月17日（月）18：00（開場17：30） 

場所：いわき芸術文化交流館アリオス 大リハーサル室 

参加費：500円 ＊託児所利用希望者のみ要予約 

問：tarachine@bz04.plala.or.jp（鈴木）FAX 0246-92-2526 

【同志社大学（京都）講演会】 

日時：2012年12月19日（水）18：30―21：00 

場所：同志社大学 新町キャンパス・臨光館201教室（R201） 

資料代：500円 予約不要 

問：浅野健一研究室 Tel.075-251-3411（社会学部事務室） 

asanokenichi@nifty.com 

 
いつもあたたかいご支援をありがとうございます。 
振込用紙と領収証につきまして、みなさまにお知らせと
お願いです。 
 

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。決して募金を強
要するものではありません。また、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。 
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