チ ェ ル ノ ブ イ リ か ら 学 び、 子 ど も た ち を 守 る
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2017 年度 未来の福島こども基金
会計および活動報告会
2011 年 6 月に未来の福島こども基金の活動がスタートしてから 7 年。みなさまに支えられて、久米島
く み

の保養施設
「沖縄・球美の里」
、市民測定所を中心に支援を続けることができました。また、昨年は当基
金代表・黒部信一小児科医師も毎月 2 回診察・相談に携わっている小児科・内科・心療内科・子ども
（人間）
ドックの機能を備えた
「たらちねクリニック」がオープン。福島に暮らす子どもと親の拠り所となっています。
以下、たらちねクリニック院長の藤田操先生をお招きして子どもたちの様子とこれからの課題を伺うと
ともに、この 1 年間の会計・活動報告会を開催致します。ぜひご参加いただけましたら幸いです。
＊
日時◎ 2018 年 8 月 4 日
（土）14：45 〜 17：00（14：30 開場） ※参加費は無料です
会場◎東京・練馬文化センター 3 階 集会室
アクセス：西武池袋線・有楽町線・都営大江戸線
「練馬駅」北口徒歩 1 分
住所：東京都練馬区練馬 1-17-37
問い合わせ◎ TEL：090-3539-7611 FAX：048-470-1502
E メール：fromcherno0311@yahoo.co.jp

保養と
たらちねクリニック
ります。病気を見つけるだけでなく、子どもの健康状態を

とが必要です。これはチェルノブイリの事故後のベラルーシ、

み

の健康問題は知られていませんでした。しかし、２０１６年
ウクライナでは行われていないことです。

日付）
。さらに、福島市にある福島県立

そ れ だ け で な く、
「 東 京 新 聞 」によ れ ば 福 島 県の 避 難

月

療や相談に乗るクリニックが必要になってきました。また本

が増え、保養をするだけではなく、病気の子どもたちの治

事故後７年たった今、福島の子どもたちに病気になる子

健診センターをと位置付けてクリニックを作ったのですが、

腺がんの手術の詳細も隠されたままです。当初は子どもの

れていません。県立医大のがんや血液腫瘍の増加も、甲状

県内の医療機関にかかると県立医大に回されるからと嫌
がる人、医者にかからずに仮設住宅でひっそり亡くなる方
も少なくないと言います。またいわき市には仮設住宅や強
制避難地域からの移住者が多くいますので、これからそうい
う人たちへの医療にもかかわりたいと思っています。

https://tarachineiwaki.org
事務局長 鈴木薫
年目の一年間をふり

咲かせるが、洋蘭は手をかけて育てないと花を咲かせないの

言葉を借りれば、野に咲くたんぽぽはどんな状態でも花を

ニックで診療を受け持つ、乳幼児精神科医の渡辺久子氏の

要因と育て方によると考えられます。同じくたらちねクリ

発事故さえなければ……」と思うことも多い一年でした。防

りこえて、再生していく様子と福島の現実を比較して「原

ニュースが報道されています。人々が、大きな自然災害をの

しいコミュニケーションを築きながら再スタートする地域の

返ってみました。地震や津波被害から商店街が復活し、新

2011 年の震災・原発事故から

です。それは社会がこんな状況のために親たち特に母親が不

私 たちの住 む地 域は、太 平 洋に面 した海 辺の町ですが、
山もあり川もあり野菜も魚もおいしいところでした。しか

いきたいと考え、渡辺久子さんとがん治療医の西尾正道さ

半で見つけて治療すれば治せます。それをいわきの地でして

ています。アレルギー性の病気は治せるし、発達障害は１歳

言えない情けなさや、がっかりした気持ちになるものです。

まえに自慢できていたものが、そうでなくなることは何とも

ときおり卑屈な気持になってしまいます。これまで、あたり

汚染されていないかな？」と警戒しなければならないことに、

し、原発事故以後、そこで獲れる野菜や魚を「大丈夫かな？

んの協力も得られています。少しずつ発展させて、たらちね

じます。避難を続けられずに帰りたくないけれども帰らな

事故直後とはちがう第二の分断の時期をむかえていると感

また、地 域の人々や 避難 者の居 住 環 境にも 変 化があ り、

この感覚は慣れるということがありません。

小さな講演会なども構想しています。

ればクリニックから外へ出ての訪問診療や、出前医療相談、

考えています。それがたらちねクリニックの現在です。でき

クリニックを原発事故被害者のための灯台にしていきたいと

私はその不安を解消し、上手な育て方を伝えたいと思っ

代の日本の社会がそれを生んでいるのです。

たちが病気になると考えています。母親のせいではなく、現

ぐことができる人災を防げなかったことの重さを感じます。

7

安をかかえ、子どもを過保護や過干渉したために、子ども

前にも述べましたが、アレルギーと発達障害は、遺伝的

いわき放射能市民測定室たらちね

作ってみるといろいろな要望が出て来ています。

患者さんが増えていますが、未だにその実態は明らかにさ

医科大学の血液内科では事故後３年後の２０１４年頃から

（2018 年

球美の里に来てから病気にかかる子が増えました。それで

回診療に行き、

者 の 仮 設 住 宅 で は うつ 病 や が ん が 増 え ている と 言 い ま す

頃から、薬持参の子や食べ物アレルギーの子が増え、また

く

保養とたらちねクリニックは、車の両輪だと思います。

https://blog.goo.ne.jp/kuroshin1941

把握し健康なことを確認し、それを記録して残していくこ

小児科医師
未来の福島こども基金代表
チェルノブイリ子ども基金顧問
黒部信一のブログ

沖縄・球美の里での保養を始めた時は、まだ子どもたち

黒部 信一

健診センターと診療所とを兼ねた「たらちねクリニック」を
福島県いわき市に立ち上げました。私は月
子どもの診療にあたり、特にアレルギーの病気の子どもの治

3

来国がすべきなのにされていない健康診断をする必要もあ

療や相談にのりました。

4

2
3

2

ければならない人、帰りたいけど帰れない人、住み続けて

流れとことの大きさ感じながら放射能の測定を行ってきまし

たらちねがオープンしてからこれまでの間、そういう時の

2011 年の開所時と比較すると、現在の放射能汚染は

大丈夫かな？ と疑いながら避難せずに過ごしている人。

んたちは身籠った大きなお腹を抱えて、被ばくの恐怖と危

少しずつ減ってきていますが、もともと高い汚染を受けてい

そんな社会の中、震災当時、胎児であった子どもたちが

険から逃げ回りました。人の一生の中で、一番安心を感じら

る土壌や資材などは、まだまだ人体への被害が心配される

小学校に入学する時期になりました。
「あの日」に、お母さ

れる母親の胎内で、母親たちの恐怖心が胎児をとりまく胎

高い値です。2014 年度から着手したβ線核種の測定で

た。2018 年度は、
「遠くへは飛んでいないはず」のスト

盤や羊水に悪い影響を与えたことを想像するのは容易です。

者を残して逃げるわけにはいかず、残って勤務を継続しなが

ロンチウム の高濃度汚染が、意外と身近にあることを、測

後に聞いた、いわき市内の医療機関で働く医師の話。
「患

ら、迫りくる放射能への恐怖を感じる気持ちは並みのもの

定により 数 値で示すようになると考えています。2017

あぶくま市民測定所
（壱から屋〜えすぺり） 福島県田村市 http://ichikaraya.web.fc2.com/

ではなかった。あの時、責任ある立場でありながら逃げてし

実行していくことを心がけたいと思います。

年度は、クリニックがオープンし、地域の子どもたちの心身

で、測定済みのものが流通するようになってほしいと願っています。

まった医師もいる。気持ちは理解できるが、逃げるなんてこ

ちを守っていくために何が必要かを考え、

の健康を見守り支える体制ができました。スタートしたば

第一原発事故だけでなく、チェルノブイリや核実験の影響もあるの

とはあってはならないことだ」
。妊産婦ではない、普通の人々

代しました。ここであらためて、子どもた

かりですが、見えない放射能を測定することで見つめながら

2018 年度からは理事長を佐原真紀に交

野生動物の肉……、セシウムとの付き合いは長くなりそうです。福島

も大きな恐怖を感じていました。ベント（原子炉格納容器

ビ、基準値超え」の記事が載りました。山菜、キノコ、イノシシなど

活動するクリニックの存在は、
「被ばく後の世界」には必要

の基盤強化ができた年でした。そして、

の圧力を下げる排気操作）の発表があり、原発が爆発した

が増えてきた 5 月 18 日、朝日新聞宮城県版に県北の
「香美町のワラ

なものだと思います。

務所を得たことで、持続的な活動のため

ニュースが流れ、刻一刻と恐怖が迫る感覚を今も忘れること

ています。原発事故から7 年の時が流れ、山菜を測らずに食べる人

はできません。そんな中、正確な情報は発信されず、しな

け、また、福島市飯坂町に戸 建ての事

くてもよい被ばくをさせられた人も多くいました。

2017 年度は認定 NPO 法人の認定を受

候はなかなか定まりませんが、植物たちは確実に夏に向かって生き

者の心にも支えられており、いつも、その人々とともにある

園風景を緑色に染めつつあります。暑かったり肌寒かったりと、天

それでもたくましく誕生した子どもたちが、一年生にな

http://fukushima-30year-project.org/

と感じながら前に進んでいます。できることをできるところ

田植えが終わり、小さくかぼそかった苗はいつのまにか成長し、田

り、当時中学生だった子どもたちは成人し、原発収束や除

福島県福島市

までしかできないと思いながら、やれることはやる、という

ふくしま 30 年プロジェクト

染作業に従事している人もいます。子どもたちは、大人がつ

みんなの放射線測定室「てとてと」宮城県柴田郡大河原町
http://sokuteimiyagi.blog.fc2.com/

気持ちで新年度も活動を続けていきたいと思います。

https://fukushimachildrensfund.org/sokuteisho-shien/sokuteisho

くってしまった負の遺産をすでに背負い始めています。

市民測定所から

我が家の離れの
「かぼちゃ小屋」にベクレルモニターが設置されたのは、2011 年 9 月でした。以来多くの農
産物を測定し、数値を消費者の皆様に提示することを基本に、私たちは
「壱から屋」という小さな会社を立ち上げ、
「えすぺり」という直売所兼レストランを経営しています。私たちの農産物を
「買う、買わない、食べる、食べない」

とても大きいということを伝え続ける、それも私たちの大切な仕事であると思っています。

設立から 7 月で丸 6 年。ふじみーるの測定器は、検出下限値が低く、僅かなセシウムの汚染が分かります
（Cs137=0.60Bq/kg 程度）
。私たちの役割は、測定依頼があればすぐに測定出来る体制を維持することだと思い
ます。また、測定結果を公表することにより、食品の放射能汚染を社会的に監視することにもつながります。放
射能から、
「未来を作るこどもたち・全ての人を守りたい」その思いで、これからも測定を続けて参ります。
小さき花 市民の放射能測定室 宮城県仙台市 https://ameblo.jp/foreston39/
みなさまのご協力により、子どもたちのおしっこ検査が実現しました。母乳を授乳されているお母さんは無料で
行います。

5
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90

汚染の値もだせるようになりまし

みんなの測定所・ふじみーる 岡山県岡山市 http://fujimi-ru.info/

た。これまでの毎月の測定結果は、たらちねのホームページ

発事故のために消えようとしているのが残念でなりません。一度原発事故が起きてしまったら、奪われるものは

90

から見ていただくことができます。

成長し、役割を終えた落ち葉は一年経って良質の腐葉土となりました。素晴らしい
『苗床』というこの文化が、原

土壌のストロンチウム

落ち葉を沢山集めて油粕や米糠を加え、野菜のベッドを作るのが春一番の仕事でした。発酵熱で種は芽吹き

たらちねの活動は、この現状に心を痛める多くの支援者

阿武隈山系の麓に位置する我が家は、現在野菜の苗の作付けに忙しい日々を送っております。緑豊かな雑
木林が背景に広がっていますが、原発事故以前のように落葉樹の葉を農業の材料にすることはもうできません。

に支えられています。自分にできる形で、現場にいない支援

の判断基準として、セシウムの数値は大切だと考えています。

沖縄・球美の里第90 次保養（2018 年4 月28 日～5 月6 日母子保養）に
参加したお母さんと子どもたちからメッセージが届きました。

福島では、いつも不安を抱えて生活し、子育て
しているので、今回は母子保養で私も一緒に来さ
せていただきありがたいと思いました。子どもた
ちも、ここへ来るのをとても楽しみにしていたの

みれい 9 歳

で、実際ここへ来ていろいろなプログラムに参加
させていただき、帰りたくないと言っていました。
私子どもとも同じ思いです。のびのび自然の中で
楽しいことを満喫させることができて、本当に感
謝しています。ありがとうございました。
（I さん）

今回初めて母子保養に参加させていただき、久米島での
8 日間、心身共にリラックスして過ごすことができま
した。いろいろなプログラムを準備していただき、
充実の毎日で、久米島での経験、本当に感謝しています。
福島での生活は、まだまだ安心できるものではなく、外遊び
なども場所を選び、食べ物は産地を選び、気を使う毎日です。ストレスにならないよう
うまくつきあっていかなければならないと自分に言い聞かせながら、子どもたちの 20
年後、30 年後を考えながら生活していこうと思います。震災から 7 年が経ち、今も変
わらず応援してくださる方々がたくさんいることに感謝の気持ちでいっぱいです。これ
からが大事だと思っています。応援よろしくお願いします。（S さん）

私は 2 児の母です。原発事故当時、福島県浪江町にいました。原発
事故から 7 年目になり、浪江町も避難解除となりましたが、放射能か
らの不安で帰還できていません。福島ではのびのびと遊ばせられない状
況がまだ続いており、子どもたちも私もストレスに感じることが多くあ
ります。今回きれいな久米島の自然に触れ、海でも遊ぶことができ、子
どもたちも喜んでいます。岩登りやピクニックも行き、いろいろな経験
が、子どもたちの自信と成長につながっていくと思います。私も、子ど
もたちの笑顔やはしゃぐ姿を見られたこと、母として嬉しく思います。
ありがとうございました。（T さん）

チェルノブイリ 32 年・福島 7 年

❖続いて、たらちねの鈴木薫さ
んからの報告がありました。

救援キャンペーン 広河隆一講演会

「福島の環境を自分たちで把握

チェルノブイリが福島に問うこと

資材、人体』を測り続けている」ま

するために、『食品、水、土壌、
た、沖縄・球美の里の窓口として、

保養の大切さと学童保養の応募人数の多さにつ
このキャンペーンは、チェルノブイリ子ども基金

いて話されました。地域に寄り添うためにオープ

と共催で毎年開催される救援イベントです。今年

ンした〈たらちねクリニック〉の報告もありました。

は、チェルノブイリ子ども基金の創立者でフォトジ

本紙別項に書いていただきましたが、子どもたち

ャーナリストの広河隆一さんの講演を中心に、い

の健康を守るためのたらちねのたゆまない活動

わき放射能市民測定室事務局長の鈴木薫さん、

に、会場のみなさんも真剣に聞き入っていまし

チェルノブイリ子ども基金事務局長の佐々木真

た。

理さんの活動報告を、4月20日、練馬ココネリホ
ールで行いました。
チェルノブイリ子ども基金創立時から支援され

❖最後は広河隆一さんの講演です。「今、私に
は原発事故がなかったことにされてしまうかも知

ているような懐かしい顔ぶれと、福島の今の様子

れないという危機感がある。国や企業は、甲状腺

を知りたいという新しい顔ぶれの混じった会場風

検査や保養を進める私たちのことを“福島の人た

景でした。200人余の出席者でしたが、アンケー

ちの不安を煽る差別主義者だ”と言って批難し、

トの回答の多さには正直驚き、関心の高さがうか

良心派・理性派の識者と言われるような人たちさ

がわれました。

えも、そういう意見に与するようになってしまって

～＊～-＊～＊-＊-＊～-＊～＊--＊～-＊～

いる。IAEA（国際原子力機関）は国連傘下の組
織でありながら、原子力産業の人たちで構成され

❖まず、最初にチェルノブイリ子ども基金の佐々

ており、“原発事故と甲状腺がんの関係はない”

木真理さんが報告しました。

とチェルノブイリでも福島でも発表している」と怒り

「チェルノブイリ子ども基金では、ベラルーシとウ

を持って話された。

クライナの保養プロジェクトを長年支援して来た。

後半では、チェルノブイリと福島の被災者の交流

ベラルーシの〈希望〉での保養に参加したゴメリ

について紹介、「チェルノブイリの被災者の人た

市周辺の子どもたちは、各種腫瘍や染色体疾患

ちが経験して来たことを、福島の母親たちに伝え

の病気を抱えている。ウクライナではジトミール州

るのは大きな意味がある」と、実例を挙げて紹介

という汚染地帯から42人を南部の施設に招待し

されました。

た。ほとんどの子どもたちは慢性疾患や体調不

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

良を訴えていた。子どものころに甲状腺がんなど

〔編集部注〕お二人の報告と広河さんの講演録

の手術を受けた親とその家族の保養も実施して

の一部は、チェルノブイリ子ども基金のニュース

いるが、生涯薬を飲み続けなければならない彼

レターNo.110（2018年6月23日発行）に掲載。広

らに、ベラルーシ・ウクライナとも国からの支援は

河さん自身が加筆した全文は、チェルノブイリ子

ない」との報告があり、事故32年が経過してもま

ども基金のweb上で掲載しています。また、今回

だ、支援が必要なチェルノブイリの現状に来場者

の講演とも関連する『福島被曝安全神話のワナ』

一同、思いを深くしました。

がDAYS JAPANより発行されました。ぜひ図書館
などにリクエストしてお読みになってください。
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寄付団体名（2017 年 6 月 1日〜 2018 年 5 月 31日）敬称略
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団体名のみ記載しています。多くの個人の皆さまからもご寄付をいただいております。心より感謝申し上げます。
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愛知県立津島高等学校写真部／ ACT21 ／秋山眼科医院／網走友の会奉仕係／「A Musical Café」
（デンマー
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ク）／あやカルチャ／飯田弁護士事務所／居酒屋すじや／伊藤石油株式会社／臼田歯科医院／ WATERMARK

ru

arts and crafts ／大牟田市母と女性教職員の会／小川医院／表町町会／ Kaiki Fund ／家庭文庫おはなしのい
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え／カトリックあきる野教会 広河隆一写真展実行委員会／環境調査センター／帰農志塾／教覚寺／ギャラリー
トモズ／具志川モービル／グリーンループ内渋谷民商布ぞうり
「結」／クレヨンハウス／劇団はぐるま／小池音楽教
w

g

室／高知・のびのび青空キャンプ実行委員会／小林牧場「森と海のじかん」交流会／埼玉東部法律事務所／桜
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井書店／札幌第三友の会小学生グループ／札幌第三友の会／志木かっぱ油田／市政フォーラム
（志木市）／自
然環境センター／渋谷民主商工会 婦人部／スクールみいち／ストップ・ザ・もんじゅ事務局／スラージ／清心会三
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光町修道院／泉称寺
「いなべ親鸞塾」／高崎経済大学矢野ゼミナール／多摩市消費者団体等連絡会／チェルノ
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ブイリ子ども基金／千葉友の会／天心堂／チヨフク商店／豊田勇造ライブ in 土浦／ 2017 みどりーむまつり実行
委員会／日本基督教団下関教会／日本キリスト教団千葉教会婦人会／日本キリスト教団沼津岳南協会／日本書
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法院
（パリ）／はじめてきもの小梅／東所沢リサイクルの会 / ヒマワリプロジェクト／百町森エコプロジェクト／福島
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応援！第２回チャリティALOHA 市場／フクシマを思う実行委員会／プチマルシェ／福音館書店労働組合／文化
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の泉／遍照院／法然院／ほっとふる柳瀬／ボランティアグループ KAI ／真岡西部クリニック／まだまにあうのなら
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w

基金／みのや／元都立富士女子バレー有志／八柱市民センター／山崎産業株式会社／和らぎヨーガ小田原／養
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源寺
「柔心地蔵」／米山歯科医院／ LAST FIGHT ／ LOVE FOR JAPAN
（タイ）／れんの会／ろばや
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寄付金・会費の振込先

●郵便振替
口座番号 00190-0-496774
口座名 未来の福島こども基金
＊他の金融機関からゆうちょ銀行へ振込の場合
店番 : 019
店名 : 〇一九店（ゼロイチキュウ店）
預金種目 : 当座 0496774
●三菱東京 UFJ 銀行 神楽坂支店
口座番号 0064011（支店番号：052）
口座名 未来の福島こども基金

:9

●海外から送金の場合
BENEFICIARY'S BANK/ACCOUNTBANK：
THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD
3-7,KAGURAZAKA,SHINJYUKU-ku, TOKYO
162-0825, JAPAN
BENEFICIARY'S BRANCH ：KAGURAZAKA BRANCH
SWIFT/BIC：BOTKJPJT
ACCOUNT NAME：Fukushima Children's Fund
2-3-4, c/o Mukai, Tate, Shiki-Shi, Saitama
353-0006, JAPAN
ACCOUNT NUMBER ：052-0064011
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場合、枚数をお知らせください。お送りします。どうぞよろしくお願いいたします。
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用紙つきチラシを一律に同封させていただきました。また、チラシをまわりのかたに広めていただける
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会員のみなさま、引き続きのご支援をお願いします。すでに振り込まれた方はご容赦ください。振込
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継続支援のお願い

LHP'

10

未来の福島こども基金 規約
1、本会の名称 :「未来の福島こども基金」
2、目的 : 福島原発震災に遭った被災者を支援するため、情宣・募金活動を行う
3、会費 :3000 円、学生会員 2000 円、維持会員 1 万円の年会費を納入する*
4、役員 : 代表 1 名、若干名の世話人をおく。世話人の中から会計、監査を選任する
5、会員はそれぞれ可能の範囲で創意工夫して自由な支援活動を行う
6、本会は印刷物、メール、ネット、等の媒体を通じて適宜活動報告を行う
7、毎年 1 回、総会を開き、事業および会計について報告する
8、事務局 :353-0006 埼玉県志木市館 2-3-4-409 向井方
〈問合せ〉Tel:090-3539-7611 Mail:fromcherno0311@yahoo.co.jp
9、活動開始 :2011 年 6 月 1 日より ( 会計年度 6 月 1 日より翌年 5 月 31 日まで )
* 会費には寄付金も含まれる
※経費は募金額の 1 割以内をめどとする
※当基金は任意団体です

このたびの集中豪雨による被害を受けられたみなさまに謹んでお見舞い申し上げます。
避難先で不自由な生活を送り、復旧作業に従事されているみなさまの安全を心よりお祈り
申し上げます。暑さ厳しき折、体調など崩されませんようくれぐれもご自愛くださいませ。

東井怜さんを偲ぶ会
日時

8 月 19 日
（日）、開場 13：30、開始 14：00

会場

ココネリホール
（練馬駅前）

会費

1000 円

当基金の姉妹団体であるチェルノブイリ子ども基金の設立当初から活動に関わり、さまざまなご協力をくださっ
た東井怜さんが 3 月 22 日急逝されました。有志で東井さんを偲ぶ会を開きます。1990 年
「チェルノブイリ基金」
が発足、91 年に
「チェルノブイリ子ども基金」と名前を変更。同時に埼玉県新座市で「チェルノブイリと核の大地
広河隆一写真展事務局」が発足。当時、写真展事務局はチェルノブイリ子ども基金の事務局も兼ねていました。
その事務局の部屋を提供してくれたのが東井さんでした。その後東井さんは、チェルノブイリ子ども基金が支援
していた、ベラルーシ・ミンスク小児血液病センターの看護師で、幼い息子を亡くした女性を日本に招き、チェル
ノブイリの実情を広めるため全国ツアー（福島、新潟、青森など）を行いました。2011 年 6 月の 未来の福島こ
ども基金の立ち上げ時、世話人として加わっていただきました。
連絡先

※参加希望の方はメールまたは fax をお願いします。

・メール mukai_y26@pi5.fiberbit.net

・電話

・fax

048-470-1502

090-3539-7611（向井）

未来の福島こども基金

Web：http://fukushimachildrensfund.org/

E-mail：fromcherno0311@yahoo.co.jp

事務局 : 353-0006 埼玉県志木市館 2-3-4-409 向井方 Tel : 090-3539-7611

