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福島第一原発事故から 4年半が経過しました。あれほどの衝撃を受け、10万人以上もの人が住み

慣れた家を・家業を捨てて逃げざるを得なかった福島の放射能汚染状況は、半減期の短い放射性核

種の自然減衰以外は、除染で分布に変動があったとしても、今も続いています。また、放射能汚染

物質の貯蔵に使用されるフレコンバックは耐用年数 3年といわれていますが、果たして、福島県飯

舘村では今秋の大雨で流されて袋のみが回収されたなど、様々な福島原発事故関連現場では未だに

放射性物質がコントロール下にあるとは言えません。そして、何よりも心配な子どもたちの甲状腺

検査では、福島県では 104名もの子ども達に、茨城県北茨城市では 3名の子ども達に甲状腺がんが

見つかっていますが、被ばく 5年後から発症したチェルノブイリでの甲状腺がんの発生状況と異な

ることを理由に、いずれも公には事故による放射線の影響とは考えにくいとされています。残念な

がら、低線量放射線の健康影響は、こうした子ども達の事例を基に議論されていくことになると思

いますが、出来る限り「予防原則」を念頭にした対策・対応をとっていていくべきだと思います。

外部被ばくの低減化には避難・保養を、内部被ばくの低減化には国の基準値を下回ってもなお、出

来る限り放射能フリーの食品を求めることが賢明だと思います。 

C-ラボは今号の移転顛末記にあるような経緯を経て新天地に居を移しました。今後も、「精度の

高い放射能測定」をめざし、市民が自ら測って判断する場として、多様な人々の集まりの場として、

脱原発社会を目指した活動を継続していきます。放射能に関して、「知りたい」「「調べたい」「どう

なっているの」「大丈夫？」と思われたら、C-ラボにご相談下さい。C-ラボは市民に開かれた場で

す。市民科学者の育ちの場・自分磨きの場でもあります。多くの皆様の参加と叱咤激励をお願いし

ます。 

 最後に、川内原発の再稼動にしろ、安保法制の強行採決にしろ、民意とかけ離れたところで物事

が進んでいる現状があります。そうした今こそ、私たち市民は、お任せ・お仕着せの暮らしではな

く、自らの生き方・生きる場を切磋琢磨し、自立的且つ納得の暮らしを実践する意志と行動力が必

要だと思います。 

 

 

Ｃ—ラボ移転騒動記 

牛田玉三郎牛田玉三郎牛田玉三郎牛田玉三郎    

    

私は 2012 年の４月から、測定

ボランティアとして参加していま

す。とりあえず測定試料をマリネ

リ容器に詰めて測定をし、放射能

分析結果票を印刷できるようにな

りましたが、自立とは程遠い状態

だと言うことに気が付きました。

実際問題として、名古屋生活クラ

ブの社員の方が、自分の仕事をし

ながら、測定実務をしている（激

務だったと思います）ことに気が

付きました。私はまず、名古屋生

活クラブの中で、何でも自分たち

でできるようにすること（自立を

目指して）が大切だと言うこと

に気が付きました。 

あれから３年の時が流れ、測

定ボランティアの人たちも、生

活クラブの空間とスタッフのサ

ポートから自立できるようにな

りました。2015年の３月に鶴舞

公園の近くのマンションを格安

でお借りすることができ、３月

のオープンを目指してボランテ

ィアの方々が持ち前の技量を発

揮し、ついに独立を達成しまし

た。私もこれで「やった」と思

ったのです。演劇でいうと一幕

が下りて、二幕がスタートしよ

うとしていたところです。私は

第二幕をどんな形にしようかな

と思いを巡らしていました（シ

ナリオを考えていました）。その
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矢先、このマンションは居住以外に使用しては

ならないという管理規定があることがわかり、

退去せざるを得なくなりました。まさに「晴天

の霹靂」です。船が港を離れ、世界一周の旅に

出ようとしていたところなのに・・・。もう、

元の港には戻れないので、次の港を探さなけれ

ばならなくなりました。第一幕はまだおりきっ

ていなかったのでした。再度の挑戦です。 

 測定を続けながら、みんなで測定室に適した

物件を探し始めました。最終的には瑞穂区のヨ

ハネ教会の牧師館、緑区の徳林寺の境内、昭和

区南分町の一軒家の三物件に絞り込みました。

徳林寺の境内は、自分たちで建設をする必要が

あり、断念しました。ヨハネ教会の牧師館と南

分町の一軒家については、大沼章子さんの知人

の小森さん（一級建築士）に耐震診断をしても

らうことになりました。 

 南分町の一軒家は総二階建てですが、一階の

床がすでにシロアリに侵食されていて、素人が

耐震工事をするには困難なので、断念しました。

ヨハネ教会の牧師館は二階建てですが、増築し

た一階部分があり、その増築した部分の床下を

チェックしたところ、シロアリに侵食されてい

ないし、基礎も比較的しっかりしているのと、

火打ち材もあったので、この四畳半の部屋を補

強して、耐震強度を上げるための工事をする事

になりました。 

 小森さんの耐震工事のコンセプトは、四畳半

の部屋の壁に梁まで厚さ 15 ミリの構造用合板

を張り付けて耐震強度を上げるというものでし

た。襖があった隣室（談話室）との境も、新た

に柱を立てて壁にしてしまいます。しかし、「言

うは易く行うは難し」で、大変な工事になるよ

うな印象を受けました。それで、フリーハンド

の施工図面を書いてもらいました。小森さんが

「日曜大工よりは少し上の技術が要りますが、

それくらいのレベルで作業ができる内容の図面

です」とおっしゃいました。「牛田さん、理解し

ましたか」と言われましたが、私には理解でき

る部分と出来ない部分がありました。施工方法

についてもわからない部分がありましたが、作

業をしながら解決をするしかないなと思いまし

た。小森さんは「私なら材料の調達を含めて４

日から５日程度で出来る」とおっしゃいました。

私は自分たちならその三倍はかかると思いまし

た。 

 材料調達の準備をしていたところ、大沼章子

さんから耳寄りな情報があり、章子さんが現職

の時の職場の友人の連れ合いさんが、木工道具

の操作について熟知しているという朗報がもた

らされました。それなら、工期の短縮ができる

と思いました。なにせ８月の下旬にはオープン

する必要がありましたから。 

 ボランティアの酒井さん（滋賀県在住）には、

丸鋸やインパクトドライバーや掃除機を持参し

てもらいました。彼は自宅の耐震工事をした経

験があり、貴重なアドバイスを受けましたが、

遠方に住んでいるので、残念ながら作業には加

わっていただけませんでした。当初は大島さん

（章子さん友人の連れ合いさん）と竹内さんと

大沼淳一さんの四人で工事をする予定でしたが、

竹内さんは一回目の作業で腰を痛めてリタイア、

淳一さんは三回ほど来ていただいて、作業を手

伝いながら、昼食のそうめんを作っていただき

ました。その他、章子さん、平松さん、山岡さ

んが差し入れに来ていただきました。 

 当初は、工期を短縮するために午後からも作

業をする予定でしたが、猛暑のため、とても午
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後からの作業は無理だと思いました。なにせ、

私は 68 歳で、大島さんは一つ年下と言う年齢

です。とても過酷な作業環境には耐えられない

と思いました。それで、作業時間は午前９時か

ら 12 時までとし、途中で水分補給のため随時

小休憩を取りました。工期の遅れが予想された

ので、週３日ほど作業をして、通算して 12 日

間耐震工事をしました。 

 最初、大島さんは「７月中は作業に付き合う

よ」とおっしゃっていましたが、私が「週 3日

の作業では、７月中には終わりません。間仕切

りをして、カーテンレールを取り付ける作業も

増えましたし」と言ったら、大島さんは「乗り

掛かった船だね。耐震工事の完了と間仕切りま

でやるよ。8 月も手伝うよ（実際は主力でやっ

ていただきました）」とおっしゃいましたので、

私は安堵しました。 

 大島さんは休憩の時や、昼食の時間の時に息

子さんが障害者であることを話されていて、息

子さんの住処や働く場所について話されていた

ことを、私は覚えています。本当に大島さんの

尽力があったため、何とか耐震工事を終えるこ

とが出来ました。感謝感激です。感謝状を挙げ

たいと思っています。 

 その後、8月 22日（日）にはみんなで小物の

搬入をしました。最後に測定器は 8月 26日（水）

に、奈良から来ていただいたボランティアの西

浦さんが、自前の 2トントラックのアームを操

作して、窓から手際よく測定器を入れていただ

きまして、無事に搬入を終えました。ボランテ

ィアの皆さんが、それぞれ持ち前の技量を発揮

した一日でした。午後からは沢田さんと大島夫

妻が見えられ、一時歓談をしました。その席で、

大島夫妻から息子さんが描いた絵をいただきま

した。その絵はＣラボの玄関、測定室、談話室

の壁に飾ってあります。 

 

 

Ｃラボ移転騒動記（その２） 

～Ｃラボは神がかり？ 
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Ｃラボは 2011 年９月以来居候をしてきた生

活クラブの倉庫兼食堂を後にして、本年（2015

年）3 月 26 日に引っ越しをしました。測定ボ

ランティアの皆さんにとっては、居候空間であ

る窮屈さや交通の不便さ、印刷機の轟音などか

ら解放されることは大きな喜びでした。一方、

生活クラブのスタッフによる測定への貢献も

極めて大きなものでした。測定ミスが出ないよ

うに、測定室や測定器を汚染しないように、ま

た、サンプルを取り違えたりしないように様々

なマニュアルが準備され、成績書の発行なども

実に合理的なシステムが構築されていました。

こうしたケアから卒業して、Ｃラボがボランテ

ィアスタッフだけで自律的に測定業務を遂行

していく決意と実践が半年ほどあっての船出

でした。 

 さて、引っ越しで最大の問題は測定器の移動

でした。自重が 120kg、追加遮蔽を加えると

240kg もあるものをどうやって運べばいいの

だろうか。そもそも、測定器が載っている台車

のタイヤがパンクしていました。ピアノの運送 

 

業者とか、パワーゲート付のレンタトラックな

ど、様々なアイデアが出たのですが、そこに救

いの神が現れました。奈良から来てくれている

測定ボランティアの西浦さんです。彼はユニッ

ク（小型車載クレーン）付の小型ダンプカーを

持っていて、東濃で仕入れた陶土を奈良方面に

運ぶ仕事をしていて、仕入れの時に放射能測定

もやってくれていたのでした。伊賀上野の市民

測定所「しるみる」の勉強会に呼ばれて大沼が

出かけた時に、Ｃラボの測定ボランティア講習

会を受けたいと言ってくれたのが西浦さんで

したから、不思議なご縁はその時から始まって

いたようです。 

 パンクした台車のタイヤは、酒井さんがノー

パンクタイヤを買ってきて、台車を車のジャッ

キで持ち上げて交換してくれました。いよいよ

引っ越し当日、西浦さんは自動操縦ボックスを

駆使してユニックを操作し、いとも軽々と

240kg の測定器を吊り上げてダンプカーの荷

台に積んでくれました。3年半お世話になった

生活クラブとのお別れです。 

 引っ越し先は昭和区山脇町のマンション「パ

ラシオン鶴舞」の 2階です。ここは、御嵩町で

森林ボランティアをしている「みたけ・500万

人の木曽川水トラスト」の仲間である市村さん

が、留学生のために購入した空間です。家賃は

無料で、管理費だけ払えばいいという願っても

ない好条件でした。Ｃラボのみなさんは、この



空間の内装で大変な奮闘をして受け入れ準備

をしてきました。測定器を置く 6畳間の畳を外

して床にシートを貼って洋間に模様替え、油で

べたべたに汚れていた台所の壁をきれいにし

てアルミシートを貼り、換気扇を新品に交換し、

破れていた襖を貼りなおし、見違えるような空

間に生まれ変わっていたのです。幸いエレベー

ターに台車が載ったので、重い測定器も 2階ま

で難なく移動できました。 

 しかし、良いことばかりではありませんでし

た。最初の問題はこのマンションの部屋の中の

空間線量率が高いことでした。なんと 0.12μ

Sv/hもあるのです。生活クラブでは0.04μSv/h

でしたから、3倍も高いことになります。マン

ションは鉄筋コンクリートですが、そのコンク

リートの骨材である砂利や砂に高濃度のウラ

ンやトリウムなどの天然核種が含まれていて、

その娘核種がガンマ線を出しているのです。壁

からも床からも、天井からもガンマ線は測定器

に向かって降り注ぎます。この状態ではバック

グラウンドが高すぎて、検出限界を下げるのが

難しくなり、従来通りの検出限界を維持するた

めには測定時間が長引いてしまいます。そこで、

厚さ 7ミリ（45ｘ90cm）の鉄板を 6枚購入し

て測定器の下に敷き、周囲には 2Ｌペットボト

ルが6本入っているミネラルウォーターの段ボ

ール箱を 43 個購入して壁を作りました。水だ

けで 500kgも重量があります。鉄板と本体と追

加遮蔽を加えると約 1 トンの勘定になります。

これだけの再追加遮蔽をして、バックグラウン

ドは生活クラブにいた時とほぼ同等のレベル

まで下がってくれました。 

 やれやれと思ったのも束の間、次なる難題が

待っていました。「市民放射能測定センター」

の「放射能」の 3文字に反応して、何か危ない

ものを取り扱う人々が引っ越してきたのでは

ないかと、隣家のご婦人が心配されたのです。

皆さんが日常食べている食品の中の放射能を

測定するのであって、放射能を取り扱うわけで

はないことを説明したのですが、納得してもら

えなかったようです。彼女はマンションの管理

組合に訴えることになり、そこでこのマンショ

ンの管理規定に居住目的以外の使用をしては

いけないと書かれていることが明らかになり

ました。管理組合と管理会社から引っ越してほ

しいとの要求が出され、再び引っ越し先を探す

ことになってしまいました。内装や引っ越しで

大いに盛り上がったＣラボのみなさんの落胆

は大きなものがありました。 

 ともかく測定業務を再開しながら、次の引っ

越し先探しが始まりました。「捨てる神あれば

拾う神あり」です。すぐに、次の候補地が浮上

してきました。緑区の徳林寺、昭和区の民家、

瑞穂区の日本聖公会・聖ヨハネ館です。相次い

で 3か所も出てきたのです。いずれも好条件で

すが、難点もあります。交通の便が良い昭和区

の民家は家賃も安くしてもらえそうで良かっ

たのですが、耐震診断結果が 0.2 と最悪で、1

級建築士の方に見てもらったところ、シロアリ

が侵入していることから補強工事も難しいと

判定されました。徳林寺はご住職がすばらしい

方で、ネパールの貧困問題などに関わり、その

他様々な社会運動の応援をしているのです。広

い敷地のどこかに自分たちで測定室を立てれ

ば良いとおっしゃってくれたのですが、自力で

ゼロから測定室を建設するところまでの決心

がつきませんでした。 

 日本聖公会はイギリス国教会系の教会です。

立教大学はこの聖公会の大学です。名古屋にも

いくつかの教会があり、市民活動や社会運動に

深くかかわっている牧師さん、修道士、スタッ

フ、信者さんが多く、大沼は古くからこの人々

と野宿労働者救援や、フィリピンへの日本企業

の公害輸出問題調査などで行動を共にしてき

ました。そのヨハネ館でＣラボがお世話になる

空間は、教会の敷地に立つ木造 2階建てで、牧

師さん家族が住んでいました。老朽化で痛みが

ひどくて、雨漏りしたり耐震診断がやっぱり

0.2 だったということから牧師さんが引っ越し

て空き家になっていました。再び一級建築士の

方に現場を見ていただいて、平屋部分の 4畳半

に耐震補強工事をするための図面を書いても

らいました。この建築士さんは小森さんという

方で、昨年秋ごろから前述の「みたけ・500万

人の木曽川水トラスト」の森に来て間伐や枝打

ちをしてくれています。自然環境に配慮した家

造りをめざしていて、森や林業の勉強をしたい

という若い建築士さんです。こうやって、次々

とＣラボの引っ越しを助けてくれる善意の

人々や空間が現れてくるところは、まさに神様

がついている感じです。徳林寺の話もありまし

たから、神も仏もついているというところでし

ょうか。 

 この補強工事がまた大変なものだったので

すが、大島さんという強力な助っ人が大活躍し

てくれました。ここの部分は中心になって奮闘



してくれた牛田さんからの報告をご覧くださ

い。補強工事が立派に仕上がって、再び西浦さ

んのユニック付ダンプカーのお世話になって、

Ｃラボは

コンクリートの壁がないので空間線量率も低

く、パラシオン鶴舞で購入した鉄板とミネラル

ウォーターの壁も積んだので、バックグラウン

ドはＣラボ発足以来最も低くなりまし

結果、幼稚園給食の陰膳測定を

ているのですが、検出限界が

2Bq/kg

 新Ｃラボは一部

屋数も多く、台所は広く、壁際に大きな本棚が

造りつけられていたりして、様々な活動の可能

性を持っています。月例のお茶会、サイエンス

カフェなどがメニュウにあげられています。ヨ

ハネ教会の信者さんたちが隔週で催している

 

 

概要概要概要概要 

場所：郡山市有機農業家

期間：

参加者：

農作業：補植、水田の除草、ビニールハウス

の夏野菜圃場作り

測定作業：空間放射線量率測定と試料採取（野

菜や庭の植栽物とその生育土の採取）

援農：援農：援農：援農：郡山市は、福島県の中でもいわゆる中通

りにある。文科省による原発事故直後の航空機

モニタリングによる空間放射線量率の測定結果

によれば、年間

度の地域である。したがって、チェルノブイリ

の移住規則では、居住か移住かの選択をせまら

れる汚染度だ。実際には、しいたけのほだ木を

野外に置いていた生産者が廃業に追いやられた

事例はあったが、殆どの農業生産者は放射能汚

染と向き合うことによって生産を継続している

地域で、

住する地域でもある。中村さんのように消費者

と直接やり取りをする有機農業家の苦悩と怒り

は大きく、また深いものがある。しかし、地域

の生産者有志で立ち上げた産直所の売り上げ低

下についての東電への損害賠償請求にしても、

普段に領収書等の資料を保存・整理する習慣の

ない農民には苦痛で、ついつい後回しもしくは

してくれた牛田さんからの報告をご覧くださ

い。補強工事が立派に仕上がって、再び西浦さ

んのユニック付ダンプカーのお世話になって、

Ｃラボは 8月 26日に引っ越しを完了しました。

コンクリートの壁がないので空間線量率も低

く、パラシオン鶴舞で購入した鉄板とミネラル

ウォーターの壁も積んだので、バックグラウン

ドはＣラボ発足以来最も低くなりまし

結果、幼稚園給食の陰膳測定を

ているのですが、検出限界が

2Bq/kg 台に下がりました。

新Ｃラボは一部 2

屋数も多く、台所は広く、壁際に大きな本棚が

造りつけられていたりして、様々な活動の可能

性を持っています。月例のお茶会、サイエンス

カフェなどがメニュウにあげられています。ヨ

ハネ教会の信者さんたちが隔週で催している

場所：郡山市有機農業家

：6/6(土)～6/14(

参加者：3 名、述べ

農作業：補植、水田の除草、ビニールハウス

の夏野菜圃場作り 

測定作業：空間放射線量率測定と試料採取（野

菜や庭の植栽物とその生育土の採取）

郡山市は、福島県の中でもいわゆる中通

りにある。文科省による原発事故直後の航空機

モニタリングによる空間放射線量率の測定結果

によれば、年間 2ｍSv

度の地域である。したがって、チェルノブイリ

の移住規則では、居住か移住かの選択をせまら

れる汚染度だ。実際には、しいたけのほだ木を

野外に置いていた生産者が廃業に追いやられた

事例はあったが、殆どの農業生産者は放射能汚

染と向き合うことによって生産を継続している

地域で、放射能汚染激甚地区からの避難者が居

住する地域でもある。中村さんのように消費者

と直接やり取りをする有機農業家の苦悩と怒り

は大きく、また深いものがある。しかし、地域

の生産者有志で立ち上げた産直所の売り上げ低

下についての東電への損害賠償請求にしても、

普段に領収書等の資料を保存・整理する習慣の

ない農民には苦痛で、ついつい後回しもしくは

してくれた牛田さんからの報告をご覧くださ

い。補強工事が立派に仕上がって、再び西浦さ

んのユニック付ダンプカーのお世話になって、

日に引っ越しを完了しました。

コンクリートの壁がないので空間線量率も低

く、パラシオン鶴舞で購入した鉄板とミネラル

ウォーターの壁も積んだので、バックグラウン

ドはＣラボ発足以来最も低くなりまし

結果、幼稚園給食の陰膳測定を

ているのですが、検出限界が

台に下がりました。 

2階建ての木造住宅です。部

屋数も多く、台所は広く、壁際に大きな本棚が

造りつけられていたりして、様々な活動の可能

性を持っています。月例のお茶会、サイエンス

カフェなどがメニュウにあげられています。ヨ

ハネ教会の信者さんたちが隔週で催している

*********************************

東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定

場所：郡山市有機農業家 中村和夫・喜代宅

6/14(日)     

名、述べ 12人・日

農作業：補植、水田の除草、ビニールハウス

 

測定作業：空間放射線量率測定と試料採取（野

菜や庭の植栽物とその生育土の採取）

郡山市は、福島県の中でもいわゆる中通

りにある。文科省による原発事故直後の航空機

モニタリングによる空間放射線量率の測定結果

Svから 5ｍSv 

度の地域である。したがって、チェルノブイリ

の移住規則では、居住か移住かの選択をせまら

れる汚染度だ。実際には、しいたけのほだ木を

野外に置いていた生産者が廃業に追いやられた

事例はあったが、殆どの農業生産者は放射能汚

染と向き合うことによって生産を継続している

放射能汚染激甚地区からの避難者が居

住する地域でもある。中村さんのように消費者

と直接やり取りをする有機農業家の苦悩と怒り

は大きく、また深いものがある。しかし、地域

の生産者有志で立ち上げた産直所の売り上げ低

下についての東電への損害賠償請求にしても、

普段に領収書等の資料を保存・整理する習慣の

ない農民には苦痛で、ついつい後回しもしくは

してくれた牛田さんからの報告をご覧くださ

い。補強工事が立派に仕上がって、再び西浦さ

んのユニック付ダンプカーのお世話になって、

日に引っ越しを完了しました。

コンクリートの壁がないので空間線量率も低

く、パラシオン鶴舞で購入した鉄板とミネラル

ウォーターの壁も積んだので、バックグラウン

ドはＣラボ発足以来最も低くなりました。その

結果、幼稚園給食の陰膳測定を 90 分間で行っ

ているのですが、検出限界が 3Bq/kg 台から

階建ての木造住宅です。部

屋数も多く、台所は広く、壁際に大きな本棚が

造りつけられていたりして、様々な活動の可能

性を持っています。月例のお茶会、サイエンス

カフェなどがメニュウにあげられています。ヨ

ハネ教会の信者さんたちが隔週で催している

*********************************

東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定

中村和夫・喜代宅

      

人・日 

農作業：補植、水田の除草、ビニールハウス

測定作業：空間放射線量率測定と試料採取（野

菜や庭の植栽物とその生育土の採取） 

郡山市は、福島県の中でもいわゆる中通

りにある。文科省による原発事故直後の航空機

モニタリングによる空間放射線量率の測定結果

Sv の放射能汚染

度の地域である。したがって、チェルノブイリ

の移住規則では、居住か移住かの選択をせまら

れる汚染度だ。実際には、しいたけのほだ木を

野外に置いていた生産者が廃業に追いやられた

事例はあったが、殆どの農業生産者は放射能汚

染と向き合うことによって生産を継続している

放射能汚染激甚地区からの避難者が居

住する地域でもある。中村さんのように消費者

と直接やり取りをする有機農業家の苦悩と怒り

は大きく、また深いものがある。しかし、地域

の生産者有志で立ち上げた産直所の売り上げ低

下についての東電への損害賠償請求にしても、

普段に領収書等の資料を保存・整理する習慣の

ない農民には苦痛で、ついつい後回しもしくは

してくれた牛田さんからの報告をご覧くださ

い。補強工事が立派に仕上がって、再び西浦さ

んのユニック付ダンプカーのお世話になって、

日に引っ越しを完了しました。

コンクリートの壁がないので空間線量率も低

く、パラシオン鶴舞で購入した鉄板とミネラル

ウォーターの壁も積んだので、バックグラウン

た。その

分間で行っ

台から

階建ての木造住宅です。部

屋数も多く、台所は広く、壁際に大きな本棚が

造りつけられていたりして、様々な活動の可能

性を持っています。月例のお茶会、サイエンス

カフェなどがメニュウにあげられています。ヨ

ハネ教会の信者さんたちが隔週で催している

昼食会にもお邪魔して、良い関係が出来つつあ

ります。

 全国に誕生した市民

超えると思われますが、事故の衝撃の風化とと

もに測定依頼が激減し、測定料収入ではとても

やっていけなくなりつつあります。しかし、

Cs-137

風化しても放射能汚染は続きます。ウクライナ

の放射線医学研究所の調査では、事故から

年後に体内放射能レベルが事故直後と同等の

レベルまで上昇しています。これと同じことが

日本でも繰り返される可能性があります。風化

の逆風と闘いながら、市民による放射能測定を

続けることの重要性は増しています。新Ｃラボ

移転を機に、より一層の活動

ばなりません。多くのみなさんのご支援の継続

をお願いいたします。

*********************************

東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定

中村和夫・喜代宅 

農作業：補植、水田の除草、ビニールハウス

測定作業：空間放射線量率測定と試料採取（野

郡山市は、福島県の中でもいわゆる中通

りにある。文科省による原発事故直後の航空機

モニタリングによる空間放射線量率の測定結果

の放射能汚染

度の地域である。したがって、チェルノブイリ

の移住規則では、居住か移住かの選択をせまら

れる汚染度だ。実際には、しいたけのほだ木を

野外に置いていた生産者が廃業に追いやられた

事例はあったが、殆どの農業生産者は放射能汚

染と向き合うことによって生産を継続している

放射能汚染激甚地区からの避難者が居

住する地域でもある。中村さんのように消費者

と直接やり取りをする有機農業家の苦悩と怒り

は大きく、また深いものがある。しかし、地域

の生産者有志で立ち上げた産直所の売り上げ低

下についての東電への損害賠償請求にしても、

普段に領収書等の資料を保存・整理する習慣の

ない農民には苦痛で、ついつい後回しもしくは

あきらめてしまうのが現実だ。そんな中村さん

にどんな支援が出来るのか、

問しながら伺がった。

今年も、中村さんの家で寝泊りさせていただ

く関係もあって、参加者の公募はせず、口コミ

で集まった若者二人の助けを借りて、東北支援

プロジェクトを実施した。丁度、原発事故以前

から中村さんを始め関東・東北で

こだわり米を販売している認定

カのがっこう」のメンバーも援農に来ていて、

なにかと賑やかだった。

専用の除草機も持参して、除草も補植も手馴れ

た手つきであった。また、昨年援農作業中の私

 図

昼食会にもお邪魔して、良い関係が出来つつあ

ります。 

全国に誕生した市民

超えると思われますが、事故の衝撃の風化とと

もに測定依頼が激減し、測定料収入ではとても

やっていけなくなりつつあります。しかし、

137 の半減期は

風化しても放射能汚染は続きます。ウクライナ

の放射線医学研究所の調査では、事故から

年後に体内放射能レベルが事故直後と同等の

レベルまで上昇しています。これと同じことが

日本でも繰り返される可能性があります。風化

の逆風と闘いながら、市民による放射能測定を

続けることの重要性は増しています。新Ｃラボ

移転を機に、より一層の活動

ばなりません。多くのみなさんのご支援の継続

をお願いいたします。

*********************************

東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定東北支援―援農と放射能測定 2015201520152015

あきらめてしまうのが現実だ。そんな中村さん

にどんな支援が出来るのか、

問しながら伺がった。

今年も、中村さんの家で寝泊りさせていただ

く関係もあって、参加者の公募はせず、口コミ

で集まった若者二人の助けを借りて、東北支援

プロジェクトを実施した。丁度、原発事故以前

から中村さんを始め関東・東北で

こだわり米を販売している認定

カのがっこう」のメンバーも援農に来ていて、

なにかと賑やかだった。

専用の除草機も持参して、除草も補植も手馴れ

た手つきであった。また、昨年援農作業中の私

図 1 郡山市有機農業家夫妻の個人線量計

昼食会にもお邪魔して、良い関係が出来つつあ

全国に誕生した市民放射能測定所は

超えると思われますが、事故の衝撃の風化とと

もに測定依頼が激減し、測定料収入ではとても

やっていけなくなりつつあります。しかし、

の半減期は 30 年ですから、人の意識は

風化しても放射能汚染は続きます。ウクライナ

の放射線医学研究所の調査では、事故から

年後に体内放射能レベルが事故直後と同等の

レベルまで上昇しています。これと同じことが

日本でも繰り返される可能性があります。風化

の逆風と闘いながら、市民による放射能測定を

続けることの重要性は増しています。新Ｃラボ

移転を機に、より一層の活動

ばなりません。多くのみなさんのご支援の継続

をお願いいたします。

********************************* 

2015201520152015    

あきらめてしまうのが現実だ。そんな中村さん

にどんな支援が出来るのか、

問しながら伺がった。 

今年も、中村さんの家で寝泊りさせていただ

く関係もあって、参加者の公募はせず、口コミ

で集まった若者二人の助けを借りて、東北支援

プロジェクトを実施した。丁度、原発事故以前

から中村さんを始め関東・東北で

こだわり米を販売している認定

カのがっこう」のメンバーも援農に来ていて、

なにかと賑やかだった。3 名のメダカさんは、

専用の除草機も持参して、除草も補植も手馴れ

た手つきであった。また、昨年援農作業中の私

郡山市有機農業家夫妻の個人線量計

昼食会にもお邪魔して、良い関係が出来つつあ

放射能測定所は

超えると思われますが、事故の衝撃の風化とと

もに測定依頼が激減し、測定料収入ではとても

やっていけなくなりつつあります。しかし、

年ですから、人の意識は

風化しても放射能汚染は続きます。ウクライナ

の放射線医学研究所の調査では、事故から

年後に体内放射能レベルが事故直後と同等の

レベルまで上昇しています。これと同じことが

日本でも繰り返される可能性があります。風化

の逆風と闘いながら、市民による放射能測定を

続けることの重要性は増しています。新Ｃラボ

移転を機に、より一層の活動をしていかなけれ

ばなりません。多くのみなさんのご支援の継続

あきらめてしまうのが現実だ。そんな中村さん

にどんな支援が出来るのか、3 度目の今年も自

今年も、中村さんの家で寝泊りさせていただ

く関係もあって、参加者の公募はせず、口コミ

で集まった若者二人の助けを借りて、東北支援

プロジェクトを実施した。丁度、原発事故以前

から中村さんを始め関東・東北で 7 軒の農家の

こだわり米を販売している認定 NPO 法人「メダ

カのがっこう」のメンバーも援農に来ていて、

名のメダカさんは、

専用の除草機も持参して、除草も補植も手馴れ

た手つきであった。また、昨年援農作業中の私

郡山市有機農業家夫妻の個人線量計

昼食会にもお邪魔して、良い関係が出来つつあ

放射能測定所は 100 を

超えると思われますが、事故の衝撃の風化とと

もに測定依頼が激減し、測定料収入ではとても

やっていけなくなりつつあります。しかし、

年ですから、人の意識は

風化しても放射能汚染は続きます。ウクライナ

の放射線医学研究所の調査では、事故から 10

年後に体内放射能レベルが事故直後と同等の

レベルまで上昇しています。これと同じことが

日本でも繰り返される可能性があります。風化

の逆風と闘いながら、市民による放射能測定を

続けることの重要性は増しています。新Ｃラボ

をしていかなけれ

ばなりません。多くのみなさんのご支援の継続

あきらめてしまうのが現実だ。そんな中村さん

度目の今年も自

今年も、中村さんの家で寝泊りさせていただ

く関係もあって、参加者の公募はせず、口コミ

で集まった若者二人の助けを借りて、東北支援

プロジェクトを実施した。丁度、原発事故以前

軒の農家の

法人「メダ

カのがっこう」のメンバーも援農に来ていて、

名のメダカさんは、

専用の除草機も持参して、除草も補植も手馴れ

た手つきであった。また、昨年援農作業中の私

 

郡山市有機農業家夫妻の個人線量計 
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白鳥との付き合いは何年目なのだろうか、レ

ンズを通しての観察で白鳥のしぐさに詳しく、

時々、稲の成長具合や白

真を送って下さる。東京から郡山に

した女性で、原発事故後も「故郷だから、・・・」

と留まっている。
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空間放射線量率（空間放射線量率（空間放射線量率（空間放射線量率（

めた生活空間中の空間放射線量率は、

＝137）では

μSv/h（測定値の真中の数値を示す中央値は

0.21μSv/
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Sv/ｈ）であった。全体には半減期が

と短い Cs

向にあった。
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慮してもそれ以上に減少傾向にあった所は
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で、比較的生活の中で動き回る場所で低くな

っている傾向が確認できた。しかし、

公衆の被ばく線量限度である

被ばく線量のみに充てた場合、空間放射線量

率は 0.11 

れに、食事による内部被ばく分も加味すれば、

さらなる空間放射線量率の低減化が必要であ

る。今秋、やっと除染予定であると聞いたが、

どのような除染になるのか、具体的なことは、

殆ど知らされていないという状況であった。
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DoseDoseDoseDose----iiii））））：

連続で測定器を身体に装着して測定した。図

に 2013

を除いた追加年間被ばく線量で示した。

の追加年間被ばく線量への概算値は、平均

mSvであった。生活空間における放射線量率は、
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環境要因によっても減少傾向にあったが、

んの個人線量計の数値には反映されず、

に声をかけて下さった郡山市在住のアマチュ

ア写真家にも再会できた。中村さんの冬水田

んぼに毎年飛来する白鳥を撮りに来るのだ。

白鳥との付き合いは何年目なのだろうか、レ

を通しての観察で白鳥のしぐさに詳しく、

時々、稲の成長具合や白

真を送って下さる。東京から郡山に
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と留まっている。 
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空間放射線量率（空間放射線量率（空間放射線量率（空間放射線量率（ALOKA TCSALOKA TCSALOKA TCSALOKA TCS

めた生活空間中の空間放射線量率は、

）では 0.08-1.80 

（測定値の真中の数値を示す中央値は

Sv/ｈ）、5 ㎝高

ｈで平均値 0.42

ｈ）であった。全体には半減期が

Cs-134 の自然減衰分が効いて減少傾

向にあった。2013 年から

傾向をみると、上昇傾向にあった所は、

  % (3/75)、5 cm

雨樋の下など雨水の溜まり易い所や自然植栽

の多い場所等であった。半減期が

を含めた放射性

慮してもそれ以上に減少傾向にあった所は

27  % (20/75)

で、比較的生活の中で動き回る場所で低くな

っている傾向が確認できた。しかし、

公衆の被ばく線量限度である

被ばく線量のみに充てた場合、空間放射線量

0.11 μSv/y以下である必要がある。こ

れに、食事による内部被ばく分も加味すれば、

さらなる空間放射線量率の低減化が必要であ

る。今秋、やっと除染予定であると聞いたが、

どのような除染になるのか、具体的なことは、

ど知らされていないという状況であった。
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連続で測定器を身体に装着して測定した。図

2013 年からの測定結果を自然放射線の寄与

を除いた追加年間被ばく線量で示した。
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白鳥との付き合いは何年目なのだろうか、レ

を通しての観察で白鳥のしぐさに詳しく、

時々、稲の成長具合や白鳥の様子を撮った写

真を送って下さる。東京から郡山に

した女性で、原発事故後も「故郷だから、・・・」
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めた生活空間中の空間放射線量率は、

1.80 μSv/ｈで平均値

（測定値の真中の数値を示す中央値は

㎝高(n=134)では

0.42μSv/h（中央値

ｈ）であった。全体には半減期が

の自然減衰分が効いて減少傾

年から 2015

傾向をみると、上昇傾向にあった所は、

5 cm 高で 14 

雨樋の下など雨水の溜まり易い所や自然植栽

の多い場所等であった。半減期が

を含めた放射性 Cs の自然減衰分を考

慮してもそれ以上に減少傾向にあった所は

27  % (20/75)、5 cm 高で

で、比較的生活の中で動き回る場所で低くな

っている傾向が確認できた。しかし、

公衆の被ばく線量限度である 1 mSv/

被ばく線量のみに充てた場合、空間放射線量

以下である必要がある。こ

れに、食事による内部被ばく分も加味すれば、

さらなる空間放射線量率の低減化が必要であ

る。今秋、やっと除染予定であると聞いたが、

どのような除染になるのか、具体的なことは、

ど知らされていないという状況であった。

個人被ばく線量計による測定（富士電機個人被ばく線量計による測定（富士電機個人被ばく線量計による測定（富士電機個人被ばく線量計による測定（富士電機

日から 13 日までの間、

連続で測定器を身体に装着して測定した。図

年からの測定結果を自然放射線の寄与

を除いた追加年間被ばく線量で示した。

の追加年間被ばく線量への概算値は、平均

であった。生活空間における放射線量率は、

特定な場所を除いて、自然減衰分のみならず、

環境要因によっても減少傾向にあったが、

んの個人線量計の数値には反映されず、

に声をかけて下さった郡山市在住のアマチュ

再会できた。中村さんの冬水田

んぼに毎年飛来する白鳥を撮りに来るのだ。

白鳥との付き合いは何年目なのだろうか、レ

を通しての観察で白鳥のしぐさに詳しく、

鳥の様子を撮った写

真を送って下さる。東京から郡山に Uターン

した女性で、原発事故後も「故郷だから、・・・」
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の自然減衰分を考
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以下である必要がある。こ
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さらなる空間放射線量率の低減化が必要であ

る。今秋、やっと除染予定であると聞いたが、

どのような除染になるのか、具体的なことは、

ど知らされていないという状況であった。
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連続で測定器を身体に装着して測定した。図 1

年からの測定結果を自然放射線の寄与
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MFさ
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など計器にノイズが入るような作業をしていた
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あった。この値は、
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サーベイメータによる測定と個人線量計による

測定では、被ばく線量の評価が、個人線量計の

方が 3割ほど低

いる。また、昨年の測定時には、精米機の作動

など計器にノイズが入るような作業をしていた
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さんは変動が大きく、特に
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いる。また、昨年の測定時には、精米機の作動

など計器にノイズが入るような作業をしていた
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サーイメータによる
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いる。また、昨年の測定時には、精米機の作動
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月～2015 年 6 月
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測定では、被ばく線量の評価が、個人線量計の
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いる。また、昨年の測定時には、精米機の作動
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ため、そのデータははずれ値としたが、今年は

特にノイズが入るような作業はしていなかった。

原因としては、毎日の水田での除草作業で泥が

衣服にも飛び散り、それが計器にも付着してい

たことが考えられる。時期をずらして作業内容

を変えた計測など、MNさんの測定に関しては今

後検証が必要だと考えている。 

    

植物とその生育土の放射性植物とその生育土の放射性植物とその生育土の放射性植物とその生育土の放射性CsCsCsCs濃度濃度濃度濃度((((日立ｱﾛｶﾒﾃﾞ日立ｱﾛｶﾒﾃﾞ日立ｱﾛｶﾒﾃﾞ日立ｱﾛｶﾒﾃﾞ

ｲｶﾙｲｶﾙｲｶﾙｲｶﾙ NaINaINaINaI 核種分析装置核種分析装置核種分析装置核種分析装置))))：事故直後、食品の暫定

規制値が 500 Bq/kgと定められたために、耕作

可能な水田土壌の規制値が5000 Bq/kgと定めら

れた（現在の食品基準値は 100 Bq/kg）。これは、

核実験やチェルノブイリの影響調査によって得

られた知見を基に、放射性 Csの水田土壌から米

への移行係数を 0.1として定められたものであ

る。そこで、ここでも、その年毎に採取可能な

農作物や庭の植栽物、野草などとその生育土の

放射性 Csを測定することによって、営農の参考

となるように移行係数を算出し、データを蓄積

中である。農作物によって根の深さ・張り方が

異なるため、あくまでもおおよその移行係数で

あるが、農水省のデータと共に図 2に示した。

野菜についてはこれまでのデータにほぼ一致も

しくはそれ以下の値であった。なお、図 3に示

した土壌濃度は、全て 2015年 6月時点に減衰補

正した放射性 Cs濃度である。図 3の左端は、チ

ェルノブイリの居住区分濃度（Cs-137濃度に関

する Bq/m2単位を土壌密度 1.3 として Bq/kg 単

位の土壌濃度に換算）で、左から右に避難（特

別規制）、移住義務、移住権利、放射能管理強化

の各ゾーン基準値である。居住してはいけない

避難ゾーンに該当する場所は雨樋の下や農道脇

の斜面などであること、移住権利ゾーンや移住

義務ゾーンにあるのは庭の植栽物付近の土壌で

あること、ビニールハウス内の土壌濃度が 100 

Bq/kg以下と低いことなどが読み取れる。 

    

終わりに：終わりに：終わりに：終わりに：援農も 3年目になると、ほぼ同じ時

期に伺っていることもあって、作業の段取りも

飲み込めている。御当主が不在でも、援農者の

自主的判断で、除草・補植作業も進められる。

現地から、順調に育った稲の写真が送られてく

るとやはり、嬉しい。東北が大雨と聞くと稲の

ことが心配になる。中村さんの米の放射性 Cs

濃度は、玄米（白米）について 2011年 5.3～7.0 

Bq/kg（0.88Bq/kg）、2012年 2.3～3.7 Bq/kg（1.7

未満～1.9Bq/kg）、2013年 1.2 Bq/kg（2.8 Bq/kg

未満）、2014年検出下限値未満～2.9 Bq/kg（1.1

～1.2 Bq/kg）と推移している。中村さんは有機

米と慣行米の両方を育てているが、放射性 Cs

は有機米の方が高い傾向にある。放射性 Csは、

粘土成分によく吸着するが、有機質の多い水田

では有機質にも吸着し、移動性に富む放射性 Cs

が存在するため、玄米への移行が大きいと思わ

れる。なお、玄米の放射性 Csは精米によって約

65％は除去され、白米の濃度は 1 Bq/kg 前後以

下まで低くはなっているが、中村さんの苦悩と

農業経営の困難さは今も続いており、怒りは東

電と政府に向けられている。 

C-ラボの支援は、とりあえず、避難の選択ま

でには至らない人々の暮らしの中で、放射能に

注意すべき場所や注意すべき食品の情報提供で

ある。できる限り、顔の見える付き合いをして

行きたいと思っている。 

今年も、郡山南 ICから中村さんの家に向かう

道すがら、豊かな水田とその水源地となってい

る奥羽山脈の山々をみて、あふれる涙を止めら

れなかった。東日本大震災がたとえ起っていな

くとも、こうした緑の山河や豊饒な海を放射能

で汚してしまう可能性があることを想像すべき

だったのだ。川内原発 1 号機に続いて、2 号機

も再稼働されてしまった今、暗澹たる思いにか

られながらも、脱原発社会への願望をさらに強

くした。（大沼章子）

ColumnColumnColumnColumn: みんなのデータサイト・東日本土壌ベクレルプロジェクト進行中！ 

全国 29測定所が参加して約 12000 データの食品放射能汚染検索サイトを構築した「みんなのデータサイト（略

称 MDS）」は、17都県の土壌汚染調査を開始しました。目標は 1700 地点です。Ｃラボの担当は静岡県と栃木県

です。静岡はすでにサンプルが届きつつあるのですが、栃木県はまだサンプリングネットワークが出来ていま

せんので、お知り合いの方がいたらＣラボまでご紹介ください。また、MDSのサイトで検索してみてください。

プロジェクトが完遂すれば、汚染マップから土壌汚染データの検索もできるようになります。（じ） 
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Ｃラボ設立

ていた時に、原子力市民委員会の会合で崎山

さんにお目にかかりました。福島原発事故が

起きて以来、崎山さんは脱原発の立場から放

射線による健康被害について語れる数少ない

人として、全国各地から請われて講演を続け

てきた方です。とてもお忙しそうなので少々

躊躇しましたが、講演を頼んでみると即座に

ＯＫしていただきました。講演の内容は、最

近注目を集めている老化のメカニズム研究の

成果から放射線被ばくによるガン以外の

の解明の可能性について話していただくこと

にしました。以下に、講演当日のポイントを

かいつまんで紹介します。

★ 

１１１１．放射線被曝と心臓疾患．放射線被曝と心臓疾患．放射線被曝と心臓疾患．放射線被曝と心臓疾患

 ベラルーシでチェルノブイリ原発処理に関

わった労働者の被ガン性疾患のうち循環器系

疾患は 20.2

者の被ばく線量と心臓疾患による死亡率には

正の相関がある。血管内皮細胞が様々な理由

で老化すると、血管内側に粥腫が出来て動脈

が硬化し、心筋梗塞などが起きるようになる。

そこで血管内皮細胞の老化を促進する因子を

数えてみると、喫煙や糖尿病などと並んで、

加齢と放射線があげられる。これらは

やミトコンドリアの損傷をもたらし、細胞の

寿命を決める部位であるテロメアを短くする。

  

２．免疫老化のメカニズム２．免疫老化のメカニズム２．免疫老化のメカニズム２．免疫老化のメカニズム

 人体には

要なのは幹細胞である。各組織には幹細胞が

あって組織の機能を生涯にわたって維持再生

するのだが、幹細胞が自己複

生体の恒常性を失うことが個体の老化である

例えば、骨髄造血幹細胞から赤血球など各種

血球細胞が分化していくのだが、幹細胞自身

は自己複製して恒常性を保っている。老化す

ると、未感作

少し、T

サイトカインの増加のために慢性炎症状態に
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Ｃラボ設立 3周年で誰を呼ぼうかと相談し

ていた時に、原子力市民委員会の会合で崎山

さんにお目にかかりました。福島原発事故が

起きて以来、崎山さんは脱原発の立場から放

射線による健康被害について語れる数少ない

人として、全国各地から請われて講演を続け

てきた方です。とてもお忙しそうなので少々

躊躇しましたが、講演を頼んでみると即座に

ＯＫしていただきました。講演の内容は、最

近注目を集めている老化のメカニズム研究の

成果から放射線被ばくによるガン以外の

の解明の可能性について話していただくこと

にしました。以下に、講演当日のポイントを

かいつまんで紹介します。
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ベラルーシでチェルノブイリ原発処理に関

わった労働者の被ガン性疾患のうち循環器系

20.2％を占めている。広島長崎の被爆

者の被ばく線量と心臓疾患による死亡率には

正の相関がある。血管内皮細胞が様々な理由

で老化すると、血管内側に粥腫が出来て動脈

が硬化し、心筋梗塞などが起きるようになる。

そこで血管内皮細胞の老化を促進する因子を

数えてみると、喫煙や糖尿病などと並んで、

加齢と放射線があげられる。これらは

やミトコンドリアの損傷をもたらし、細胞の

寿命を決める部位であるテロメアを短くする。
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人体には 60 兆個の細胞が存在するが、重

要なのは幹細胞である。各組織には幹細胞が

あって組織の機能を生涯にわたって維持再生

するのだが、幹細胞が自己複

生体の恒常性を失うことが個体の老化である

例えば、骨髄造血幹細胞から赤血球など各種

血球細胞が分化していくのだが、幹細胞自身

は自己複製して恒常性を保っている。老化す

ると、未感作 T細胞、

T 細胞受容体多様性が減少し、炎症性

サイトカインの増加のために慢性炎症状態に
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周年で誰を呼ぼうかと相談し

ていた時に、原子力市民委員会の会合で崎山

さんにお目にかかりました。福島原発事故が

起きて以来、崎山さんは脱原発の立場から放

射線による健康被害について語れる数少ない

人として、全国各地から請われて講演を続け

てきた方です。とてもお忙しそうなので少々

躊躇しましたが、講演を頼んでみると即座に

ＯＫしていただきました。講演の内容は、最

近注目を集めている老化のメカニズム研究の

成果から放射線被ばくによるガン以外の

の解明の可能性について話していただくこと

にしました。以下に、講演当日のポイントを

かいつまんで紹介します。 
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ベラルーシでチェルノブイリ原発処理に関

わった労働者の被ガン性疾患のうち循環器系

％を占めている。広島長崎の被爆

者の被ばく線量と心臓疾患による死亡率には

正の相関がある。血管内皮細胞が様々な理由

で老化すると、血管内側に粥腫が出来て動脈

が硬化し、心筋梗塞などが起きるようになる。

そこで血管内皮細胞の老化を促進する因子を

数えてみると、喫煙や糖尿病などと並んで、

加齢と放射線があげられる。これらは

やミトコンドリアの損傷をもたらし、細胞の

寿命を決める部位であるテロメアを短くする。
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兆個の細胞が存在するが、重

要なのは幹細胞である。各組織には幹細胞が

あって組織の機能を生涯にわたって維持再生

するのだが、幹細胞が自己複製機能を失って

生体の恒常性を失うことが個体の老化である

例えば、骨髄造血幹細胞から赤血球など各種

血球細胞が分化していくのだが、幹細胞自身

は自己複製して恒常性を保っている。老化す
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ていた時に、原子力市民委員会の会合で崎山

さんにお目にかかりました。福島原発事故が

起きて以来、崎山さんは脱原発の立場から放

射線による健康被害について語れる数少ない

人として、全国各地から請われて講演を続け

てきた方です。とてもお忙しそうなので少々

躊躇しましたが、講演を頼んでみると即座に

ＯＫしていただきました。講演の内容は、最

近注目を集めている老化のメカニズム研究の

成果から放射線被ばくによるガン以外の疾患

の解明の可能性について話していただくこと

にしました。以下に、講演当日のポイントを
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わった労働者の被ガン性疾患のうち循環器系

％を占めている。広島長崎の被爆

者の被ばく線量と心臓疾患による死亡率には

正の相関がある。血管内皮細胞が様々な理由

で老化すると、血管内側に粥腫が出来て動脈

が硬化し、心筋梗塞などが起きるようになる。

そこで血管内皮細胞の老化を促進する因子を

数えてみると、喫煙や糖尿病などと並んで、

加齢と放射線があげられる。これらは DNA

やミトコンドリアの損傷をもたらし、細胞の

寿命を決める部位であるテロメアを短くする。

兆個の細胞が存在するが、重

要なのは幹細胞である。各組織には幹細胞が

あって組織の機能を生涯にわたって維持再生

製機能を失って

生体の恒常性を失うことが個体の老化である

例えば、骨髄造血幹細胞から赤血球など各種

血球細胞が分化していくのだが、幹細胞自身

は自己複製して恒常性を保っている。老化す
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周年で誰を呼ぼうかと相談し

ていた時に、原子力市民委員会の会合で崎山

さんにお目にかかりました。福島原発事故が

起きて以来、崎山さんは脱原発の立場から放

射線による健康被害について語れる数少ない

人として、全国各地から請われて講演を続け

てきた方です。とてもお忙しそうなので少々

躊躇しましたが、講演を頼んでみると即座に

ＯＫしていただきました。講演の内容は、最

近注目を集めている老化のメカニズム研究の

疾患

の解明の可能性について話していただくこと

にしました。以下に、講演当日のポイントを
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わった労働者の被ガン性疾患のうち循環器系

％を占めている。広島長崎の被爆

者の被ばく線量と心臓疾患による死亡率には

正の相関がある。血管内皮細胞が様々な理由

で老化すると、血管内側に粥腫が出来て動脈

が硬化し、心筋梗塞などが起きるようになる。

そこで血管内皮細胞の老化を促進する因子を

数えてみると、喫煙や糖尿病などと並んで、

DNA

やミトコンドリアの損傷をもたらし、細胞の

寿命を決める部位であるテロメアを短くする。 

兆個の細胞が存在するが、重

要なのは幹細胞である。各組織には幹細胞が

あって組織の機能を生涯にわたって維持再生

製機能を失って

生体の恒常性を失うことが個体の老化である。

例えば、骨髄造血幹細胞から赤血球など各種

血球細胞が分化していくのだが、幹細胞自身

は自己複製して恒常性を保っている。老化す

細胞が減

細胞受容体多様性が減少し、炎症性

サイトカインの増加のために慢性炎症状態に

なる。この状態がすなわち免疫の老化（低下）

である。こうなると、病気になりやすくなる。

放射線はこの過程を加速させる。
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 正常細胞には寿命があり、一定回数分裂す

ると、分裂能力を失って死滅する。その寿命

を短くするのは、テロメアの短縮、修復不能

な DNA

損傷の蓄積であるが、いずれも放射線によっ

て加速される。テロメアとは、染色体の末端

にぶら下がった

GGGTTA

て 10000

回の細胞分裂で

ので、次第に短くなり

で短くなると

どではテロメラーゼ酵素によって、テロメア

の長さが維持される。がん細胞ではテロメラ

ーゼ活性が高く、テロメアがどんどん長くな

り不死細胞となっている。このテロメアは放

射線感受性が高いことがわかっている。

 

    

３．細胞の老化３．細胞の老化３．細胞の老化３．細胞の老化    

正常細胞には寿命があり、一定回数分裂す

ると、分裂能力を失って死滅する。その寿命

を短くするのは、テロメアの短縮、修復不能

DNA 損傷の蓄積、ミトコンドリア

損傷の蓄積であるが、いずれも放射線によっ

て加速される。テロメアとは、染色体の末端

にぶら下がった

GGGTTA という遺伝暗号が単純に繰り返し

10000～20000 塩基対もの長さがある。

回の細胞分裂で 100

ので、次第に短くなり

で短くなると細胞分裂不能となる。幹細胞な

どではテロメラーゼ酵素によって、テロメア

の長さが維持される。がん細胞ではテロメラ

ーゼ活性が高く、テロメアがどんどん長くな

り不死細胞となっている。このテロメアは放

射線感受性が高いことがわかっている。

正常細胞には寿命があり、一定回数分裂す

ると、分裂能力を失って死滅する。その寿命

を短くするのは、テロメアの短縮、修復不能

損傷の蓄積、ミトコンドリア

損傷の蓄積であるが、いずれも放射線によっ

て加速される。テロメアとは、染色体の末端

にぶら下がった DNA の尻尾であり、

という遺伝暗号が単純に繰り返し

塩基対もの長さがある。

100～200 塩基対がちぎれる

ので、次第に短くなり 5000 塩基対くらいま

細胞分裂不能となる。幹細胞な

どではテロメラーゼ酵素によって、テロメア

の長さが維持される。がん細胞ではテロメラ

ーゼ活性が高く、テロメアがどんどん長くな

り不死細胞となっている。このテロメアは放

射線感受性が高いことがわかっている。

 

正常細胞には寿命があり、一定回数分裂す

ると、分裂能力を失って死滅する。その寿命

を短くするのは、テロメアの短縮、修復不能

損傷の蓄積、ミトコンドリア DNA

損傷の蓄積であるが、いずれも放射線によっ

て加速される。テロメアとは、染色体の末端

の尻尾であり、

という遺伝暗号が単純に繰り返し

塩基対もの長さがある。

塩基対がちぎれる

塩基対くらいま

細胞分裂不能となる。幹細胞な

どではテロメラーゼ酵素によって、テロメア

の長さが維持される。がん細胞ではテロメラ

ーゼ活性が高く、テロメアがどんどん長くな

り不死細胞となっている。このテロメアは放

射線感受性が高いことがわかっている。 

正常細胞には寿命があり、一定回数分裂す

ると、分裂能力を失って死滅する。その寿命

を短くするのは、テロメアの短縮、修復不能

DNA

損傷の蓄積であるが、いずれも放射線によっ

て加速される。テロメアとは、染色体の末端

の尻尾であり、

という遺伝暗号が単純に繰り返し

塩基対もの長さがある。1

塩基対がちぎれる

塩基対くらいま

細胞分裂不能となる。幹細胞な

どではテロメラーゼ酵素によって、テロメア

の長さが維持される。がん細胞ではテロメラ

ーゼ活性が高く、テロメアがどんどん長くな

り不死細胞となっている。このテロメアは放

４．修復不能な細胞核４．修復不能な細胞核４．修復不能な細胞核４．修復不能な細胞核

分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす

    放射線による

には直線関係がある。切断された部分の多く

は修復されるが、細胞分裂中に切断されたよ

うな場合に修復不能損傷となり、その蓄積量

はやはり照射線量と直線関係にある。修

能損傷の蓄積が細胞の老化と関連しているこ

とが、生化学的実験で確認されている。

 

５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア

化化化化    

 ミトコンドリアは細胞の中にあってエネル

ギー生産工場であり、人が呼吸をして取り込

んだ酸素の

90％を作っている。

が存在し、細胞重量の

このミトコンドリアには細胞核の

別に、

DNA

DNA

に用い

 老化した細胞のミトコンドリアには

変異が蓄積していることが知られている。

DNA

コンドリア

と老化して、脊椎湾曲、白内障、骨粗しょう

症、脱毛、心不全などが起き、寿命が

1 になった。放射線被曝によって、老化が促

進された細胞では同様のことが起きるだろう。

 

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ

 放射線はテロメアの短縮、修復不能な

損傷、ミトコンドリア

起こすことにより細胞の老化を促進させる。

幹細胞が老化すると、個体の恒常性が乱れて、

いろいろな病気にかかりやすくなる。本日ご

紹介したのは、これまで報告されてきた放射

線によるガン以外の疾患は、幹細胞の老化に

よって引き起こされると考えても矛盾しない

基礎科学的根拠である。すなわち、放射線が

非がん疾患を引き起こす科学的証拠は存在す

るのである。それがないことにされているの

は、科学ではなく政治経済的な圧力が

るからである。
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分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす

放射線による

には直線関係がある。切断された部分の多く

は修復されるが、細胞分裂中に切断されたよ

うな場合に修復不能損傷となり、その蓄積量

はやはり照射線量と直線関係にある。修

能損傷の蓄積が細胞の老化と関連しているこ

とが、生化学的実験で確認されている。

５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア

    

ミトコンドリアは細胞の中にあってエネル

ギー生産工場であり、人が呼吸をして取り込

んだ酸素の 90

％を作っている。

が存在し、細胞重量の

このミトコンドリアには細胞核の

別に、16000 塩基対で環状

DNA が入っている。この

DNA の 100 倍以上で、進化速度の推定など

に用いられている。

老化した細胞のミトコンドリアには

変異が蓄積していることが知られている。

DNA 校正機能欠損マウスの実験では、ミト

コンドリア DNA

と老化して、脊椎湾曲、白内障、骨粗しょう

症、脱毛、心不全などが起き、寿命が

になった。放射線被曝によって、老化が促

進された細胞では同様のことが起きるだろう。

５．まとめ５．まとめ５．まとめ５．まとめ    

放射線はテロメアの短縮、修復不能な

損傷、ミトコンドリア

起こすことにより細胞の老化を促進させる。

幹細胞が老化すると、個体の恒常性が乱れて、

いろいろな病気にかかりやすくなる。本日ご

紹介したのは、これまで報告されてきた放射

線によるガン以外の疾患は、幹細胞の老化に

よって引き起こされると考えても矛盾しない

基礎科学的根拠である。すなわち、放射線が

非がん疾患を引き起こす科学的証拠は存在す

るのである。それがないことにされているの

は、科学ではなく政治経済的な圧力が

るからである。

４．修復不能な細胞核４．修復不能な細胞核４．修復不能な細胞核４．修復不能な細胞核 DNADNADNADNA

分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす

放射線による DNA二本鎖切断数と照射線量

には直線関係がある。切断された部分の多く

は修復されるが、細胞分裂中に切断されたよ

うな場合に修復不能損傷となり、その蓄積量

はやはり照射線量と直線関係にある。修

能損傷の蓄積が細胞の老化と関連しているこ

とが、生化学的実験で確認されている。

５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア５．ミトコンドリア DNADNADNADNA の変異蓄積による老の変異蓄積による老の変異蓄積による老の変異蓄積による老

ミトコンドリアは細胞の中にあってエネル

ギー生産工場であり、人が呼吸をして取り込

90％を消費して、

％を作っている。1 個の細胞の中に多数個

が存在し、細胞重量の 10～

このミトコンドリアには細胞核の

塩基対で環状

が入っている。この DNA

倍以上で、進化速度の推定など

られている。 

老化した細胞のミトコンドリアには

変異が蓄積していることが知られている。

校正機能欠損マウスの実験では、ミト

DNA に 5倍程度の変異がたまる

と老化して、脊椎湾曲、白内障、骨粗しょう

症、脱毛、心不全などが起き、寿命が

になった。放射線被曝によって、老化が促

進された細胞では同様のことが起きるだろう。

放射線はテロメアの短縮、修復不能な

損傷、ミトコンドリア DNA

起こすことにより細胞の老化を促進させる。

幹細胞が老化すると、個体の恒常性が乱れて、

いろいろな病気にかかりやすくなる。本日ご

紹介したのは、これまで報告されてきた放射

線によるガン以外の疾患は、幹細胞の老化に

よって引き起こされると考えても矛盾しない

基礎科学的根拠である。すなわち、放射線が

非がん疾患を引き起こす科学的証拠は存在す

るのである。それがないことにされているの

は、科学ではなく政治経済的な圧力が

るからである。 （文責：大沼淳一）

DNADNADNADNA 損傷の蓄積は細胞損傷の蓄積は細胞損傷の蓄積は細胞損傷の蓄積は細胞

分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす分裂を不能にし老化をもたらす    

二本鎖切断数と照射線量

には直線関係がある。切断された部分の多く

は修復されるが、細胞分裂中に切断されたよ

うな場合に修復不能損傷となり、その蓄積量

はやはり照射線量と直線関係にある。修

能損傷の蓄積が細胞の老化と関連しているこ

とが、生化学的実験で確認されている。

の変異蓄積による老の変異蓄積による老の変異蓄積による老の変異蓄積による老

ミトコンドリアは細胞の中にあってエネル

ギー生産工場であり、人が呼吸をして取り込

％を消費して、ATP の

個の細胞の中に多数個

～20％を占めている。

このミトコンドリアには細胞核の DNA

塩基対で環状 2 本鎖の小さな

DNA の変異率は核

倍以上で、進化速度の推定など

老化した細胞のミトコンドリアには

変異が蓄積していることが知られている。

校正機能欠損マウスの実験では、ミト

倍程度の変異がたまる

と老化して、脊椎湾曲、白内障、骨粗しょう

症、脱毛、心不全などが起き、寿命が

になった。放射線被曝によって、老化が促

進された細胞では同様のことが起きるだろう。

放射線はテロメアの短縮、修復不能な

DNA 損傷などを引き

起こすことにより細胞の老化を促進させる。

幹細胞が老化すると、個体の恒常性が乱れて、

いろいろな病気にかかりやすくなる。本日ご

紹介したのは、これまで報告されてきた放射

線によるガン以外の疾患は、幹細胞の老化に

よって引き起こされると考えても矛盾しない

基礎科学的根拠である。すなわち、放射線が

非がん疾患を引き起こす科学的証拠は存在す

るのである。それがないことにされているの

は、科学ではなく政治経済的な圧力が

（文責：大沼淳一）

損傷の蓄積は細胞損傷の蓄積は細胞損傷の蓄積は細胞損傷の蓄積は細胞

二本鎖切断数と照射線量

には直線関係がある。切断された部分の多く

は修復されるが、細胞分裂中に切断されたよ

うな場合に修復不能損傷となり、その蓄積量

はやはり照射線量と直線関係にある。修復不

能損傷の蓄積が細胞の老化と関連しているこ

とが、生化学的実験で確認されている。 

の変異蓄積による老の変異蓄積による老の変異蓄積による老の変異蓄積による老

ミトコンドリアは細胞の中にあってエネル

ギー生産工場であり、人が呼吸をして取り込

の 80～

個の細胞の中に多数個

％を占めている。

DNA とは

本鎖の小さな

の変異率は核

倍以上で、進化速度の推定など

老化した細胞のミトコンドリアには DNA

変異が蓄積していることが知られている。

校正機能欠損マウスの実験では、ミト

倍程度の変異がたまる

と老化して、脊椎湾曲、白内障、骨粗しょう

症、脱毛、心不全などが起き、寿命が 3分の

になった。放射線被曝によって、老化が促

進された細胞では同様のことが起きるだろう。 

放射線はテロメアの短縮、修復不能なDNA

損傷などを引き

起こすことにより細胞の老化を促進させる。

幹細胞が老化すると、個体の恒常性が乱れて、

いろいろな病気にかかりやすくなる。本日ご

紹介したのは、これまで報告されてきた放射

線によるガン以外の疾患は、幹細胞の老化に

よって引き起こされると考えても矛盾しない

基礎科学的根拠である。すなわち、放射線が

非がん疾患を引き起こす科学的証拠は存在す

るのである。それがないことにされているの

存在す

 



Ｃラボ・ボランティアスタッフから 

 

忘れちゃダメ、ダメ！忘れちゃダメ、ダメ！忘れちゃダメ、ダメ！忘れちゃダメ、ダメ！    事故と放射能事故と放射能事故と放射能事故と放射能    

～～～～CCCC ラボのボランティアとして思うこと～ラボのボランティアとして思うこと～ラボのボランティアとして思うこと～ラボのボランティアとして思うこと～    

平川平川平川平川    幸子幸子幸子幸子    

                            

東日本大震災、そして福島第 1原発事故から

約４年半経った。事故直後の放射能への人々の

恐怖は今や薄れ、事故などまったくなかったか

のように思わせる原子力ムラの企みが、功を奏

しつつあるように思える。オリンピックの聖火

リレーで浜通りの国道 6 号線を走らせるとか、

居住制限や避難指示の解除とか、ふくしまデス

ティネーションキャンペーンとか・・・ 

ええっ！そんなことして大丈夫？ 

本当に放射能の影響はなくなったの？ 

いえいえ、いまだに汚染水はダダ漏れだし、魚

（特に川魚）、山菜、キノコ類などからは、高い

濃度の放射性セシウムが検出されている。Cラ

ボでも、今年に入って、静岡の緑茶、福島のフ

キ、ワラビ、茨城のタケノコなどから、セシウ

ムが検出された。福島の子どもたちの甲状腺が

んが事故以前の何十倍も増えているという事実

も、御用学者がいかに否定しようとも、事故の

影響ではないとは言い切れないだろう。 

放射能の影響は、事故後３，４年経ってから

の方が怖いと言う。人々が原発事故を忘れて、

用心しなくなるからだ。Cラボの測定依頼もこ

のところ減ってきている。でも、これからも少

しでも不安に思うものは、きちんと測っていく

ことが大切だと思う。 

福島で暮らさざるを得ない人々もいる状況の

中で、私たちのできることはなんだろうか？「食

べて応援」ではなく、「測って応援」！ Cラボ

には、これからも福島のことを忘れず、放射能

の情報を発信していく役割があると思う。 

Cラボのボランティアスタッフは、ユニーク

な人たちの集まり。パソコンの得意な人がいれ

ば、本職はだしの大工仕事ができる人、重量物

運搬もできてしまう人、デザイナー、経理に強

い人、さっさと Cラボの幟旗（のぼりばた）を

作ってしまう人もいる。もちろん放射能の専門

家も控えている。私には特別な才能はないけれ

ど、こんな心強い仲間とともに、少しでも、測

定のお手伝いができればうれしい。 

 

 

 C-ラボに参加して 

              大澤裕二大澤裕二大澤裕二大澤裕二    

    

        2011年 3月 11日は、まだ勤めていました。

原発事故があったとき、ついに「パンドラの匣

が開けられてしまった。」と思いました。 

 当時政府側から「落ち着いて。直ちに健康に

影響はありません。」の表明には慄然としました。

チェルノブイリでは事故から 4，5年後に被害が

続出しました。このことを知らないはずはない

ので、分かって言っているのだと思ったのです。

しかし、周りはそのトリックの言葉に乗せられ

てか原発事故の危険性を訴えても「落ち着いて。

風評被害に惑わされないように。」と上から目線

でした。 

 以後の情報は思うほど入りません。SNS 等か

らの情報は玉石混淆状態で振り回されることも

多く、却って不安が募るばかりでした。 

 そんな状況の中で数年を経て退職を迎えまし

た。そこで C-ラボを知る機会を得、参加するこ

とにしました。 

 実際に参加する中で学ぶことや対処法を知る

ことで頭と気持ちに整理がつき、入り乱れた情

報にあまり振り回されることがなくなったのは

有り難いことです。 

 今年で福島の原発事故から 4年が経ち、放射

線量は徐々に減っているように見えますが、被

害が出るのは、まだこれから。継続の大切さを

感じています。 

 有益な情報を沢山発信する手伝いができるよ

う努めたいと思います。よろしくお願いします。



＜見学者からの感想文＞

若者は今？ 名市大生のＣラボ見学記と中京大生の援農感想文

名古屋市立大学人文社会学部 1年生の森山ゼミが地域連携参加型学習の一環としてＣラボの見学

に来ました。そのうち 2名（男子）の感想文をご紹介します。それに続けて、郡山へ援農に行った

中京大 3年生・村上君の感想文をご紹介します。 

  

国から見捨てられた国民国から見捨てられた国民国から見捨てられた国民国から見捨てられた国民    

 

悲惨な福島第一原発事故から 3年半が経過し

ました。私たちは時間とともに放射線の危険性

を忘れつつありましたが、このたび Cラボで大

沼さんにお話を伺うなかで、放射線が現在でも

私たちの生活に深く影響を与えていることに気

づかされました。 

例えば、近所のスーパーで流通し私たちの食卓

に並べられる納豆などの大豆加工品や米、シリ

アルといった小麦加工製品などのパッケージを

見ると「国産 100%」と表示されていることがし

ばしばあります。消費者はそれを見て安心して

食べていますが、実はここには１つの罠が隠さ

れています。というのも、国産だからといって

原産地が放射能の被害を受けていない地域だと

は限らないからです。私たちの多くは放射能汚

染した茨城県産納豆や宮城県産のお米を自分た

ちが食べていることに気づかないままなのです。

これほど身近な問題だとは思えなかっただけに、

とても衝撃を受けました。 

しかし、それよりもショックだったことは福

島県に住んでいる子どもたちの現状についてで

す。現在県内におよそ 200万人が生活していま

すが、チェルノブイリの事故では避難しなけれ

ばならなかった放射線量である地域で暮らして

いる人が大勢おり、子どもたちは常に放射能の

恐怖と隣り合わせです。少しでも早く、たくさ

んの人が放射線を気にせずのびのびと生活する

ことができるような環境を整備することが国の

仕事であるはずなのに、3 年たった今でも状況

は改善されていません。それどころか、他の県

が県外に避難させようと提案しても、福島県知

事をはじめ行政の人間が決してそれを認めよう

とはしません。なぜなら、「福島県」のブランド

の質が下がるからです。政府にとって大事なも

のは国民の命ではなく、自分たちの保身でした。

私は言葉をなくしました。国民の代表として政

治を行う人たちが国民の声を聴かなくなってし

まったら、もう日本を民主主義国家とは呼べま

せん。ただの独裁国家です。 

ですが、だからといって私たちがあきらめてし

まったら取り返しがつかなくなりかねません。

自分たちの想いを行動に起こさなければなりま

せん。そのために必要なことが 2つ考えられま

す。1つは“市民科学者”を育成することです。

「福島の人たちはかわいそうだけど、自分たち

は知識もないし、どうすることもできない」と

思っている人たちとともに勉強会を開き、市民

という立場から国に意見を伝える機会を作りま

す。もう一つは選挙に行くことです。私はまだ

選挙権をもっていませんが、来年には 20歳にな

ります。自分なりの判断軸を持ち、候補者を見

極める目を養って選挙に臨みたいと思います。 

明治時代、たった１人が始めた自由民権運動は

瞬く間に全国に広がり、国を変えました。僕た

ちにもその力はあります。今こそ国民が立ち上

がる時です。 

 

Ｃラボ見学を終えてＣラボ見学を終えてＣラボ見学を終えてＣラボ見学を終えて    

 

 先日、地域連携参加型学習の授業において C

ラボを見学させて頂き改めて放射性物質が震災

から 3年半がたった今でもまだまだ残っている

と実感するとともに、いくつか驚きを覚えるこ

ともありました。ひとつ目は施設の小規模さで

す。当日は森山先生の自動車で行き、地図で確

認していたにも関わらずなかなか到着すること

ができず、最終的についたのはその少し前に通

り過ぎた工場のような建物の中の一室でした。

放射能を測定する民間施設と聞いて大きな研究

所のようなイメージをしていたので、とても驚

きがありました。さらに、中に入ると工場の従

業員の方が昼食をとっていて、はっきり言って

拍子抜けというような感じがありました。 

 しかしお話を聞いていると、活動の内容は想

像していた通りのものでした。専用の機器を使

って食べ物や土壌の放射線量の測定をする。小

さな民間施設でも全国各地から送られてきた検

体をものすごく多い数こなしている。むしろ、

行政が運営している機関よりも厳しい基準で調

査している。こういう活動をしている人たちが



いるからこそ、私たちの暮らしの安全が保たれ

ているのだろうと実感しました。 

ふたつ目は普段から私たちが食べている食材

や使っているものにも、まだまだ放射能が付い

ているということです。子どもも大人も好きな

ポテトチップスに、植木鉢の中の土に。森山先

生たちの会話の中で「風評被害って言われてる

けど、風評じゃないもんね。」というものがあり

ました。この言葉は、僕にはとても衝撃的でし

た。ニュースを見て、少なくとも自分たちが関

わるものの範囲では大丈夫なのだろうと勘違い

していたと初めて気付きました。福島の事故で

流れ出た放射能が近隣の地域に飛んでいき、そ

の地域で生産されたものが今もなお全国に流通

している。これをもっと多くの人が知らなけれ

ばならない。そう感じさせられました。 

今回の見学で、自分たちがまだまだ知らない

ことばかりで他の多くの人もそうなのだろうと

感じました。テレビを見ているだけでは分から

ない事実を知らなければ、なにもできないのが

現実であって、自ら行動をしないと自分の生活

に影響が出て来る可能性がある。そうならない

ようにこの人たちの活動を広める必要があると

痛感しました。 

 

 

郡山のボランティアに行って郡山のボランティアに行って郡山のボランティアに行って郡山のボランティアに行って    

    

村上優哉村上優哉村上優哉村上優哉    

 東北に行くことが決まったのは突然でした。

2015 年の春に通い始めた森林伐採のボランテ

ィア活動をし終えたときに、「今度、東北へ行く」

という大沼さんの話が聞こえたので、同行して

もいいか尋ねたことがきっかけでした。大沼さ

んは当時、あまり交流のなかった私にも丁寧に

接してくれて、東北へ行く許可を与えてくれま

した。 

 私は、東北に行く前は大学で震災についての

話を聞き、度々、東北に行きたいなと思ってい

ました。なぜなら、話だけではなく現地に行っ

てどんなことが起きたか、身をもって体験しな

いと現実味がなく、その重さを感じられないか

らです。また、震災後の現地やその周辺の目に

見えない変化（放射線の濃度など）がどのよう

なものがあるか感じて見たいという理由もあり

ました。 

 震災から約五年たった現在では、周辺地域の

目に見える変化（ビルの倒壊など）はおおかた

修復されていました。しかし、放射能の濃度な

ど目に見えない変化は、軽減されたと言っても、

未だに震災前と比べると、ほど遠いものでした。

それは、放射線の測定器で、計ったときに実感

することができました。 

 郡山で行った主なボランティア作業は、畑や

たんぼの杭を抜く手伝いや苗を植えておく容器

の判別などのことでした。休憩の時に農家の方

から頂いた、ジュースや昼餉として食べたカレ

ーがとても美味しかったです。また、休憩の時

に連れて行っていただいた山から見た景色も綺

麗でとても印象に残っています。 

 今回、行ったボランティア活動を通して、目

に見えない変化や震災による影響を実感し、農

家の方の優しさに触れることができた、とても

充実した二日間でした。 
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魚のストロンチウム魚のストロンチウム魚のストロンチウム魚のストロンチウム 90909090 を測定してみました！を測定してみました！を測定してみました！を測定してみました！    

放射能から子どもを守りたいママの会・あま市（通称あまママ）放射能から子どもを守りたいママの会・あま市（通称あまママ）放射能から子どもを守りたいママの会・あま市（通称あまママ）放射能から子どもを守りたいママの会・あま市（通称あまママ）            

    竹田亮子竹田亮子竹田亮子竹田亮子    

    

放射能から子どもを守りたいママの会・

あま市（通称あまママ）で、給食について

の様々な活動をさせて頂いております。  

一昨年、給食食材で、放射能の影響が心配

されている魚がどのくらい放射能汚染の影

響を受けているのか、特に政府や、一般に

もあまり測定されていないストロンチウム

について測定してみようという話になり、

ストロンチウム測定は測定料金が高額なた

め、カンパを募りました。  

測定する魚は北海道、青森沖で漁獲された

サバ、愛知県の給食のメニューによく出て

いるものと同じものを準備しました。その

時の結果はストロンチウム９０が検出下限



値０．０１７Bq／kg で不検出となりまし

た。  

そして、昨年、このプロジェクトを継続し

て行うかどうかという話になった時に、C

ラボの外山さんから共同でこのプロジェク

トを行わないかと提案して頂き、魚の選定

から、費用や、その他の専門的なところの

アドバイスをして頂きながら今回のプロジ

ェクトを行う運びとなりました。  

魚の選定については、給食に出る魚で、な

おかつ、海の汚染の状況が分かりやすいと

いった双方の意見を合わせて茨城大洗で漁

獲されたマイワシにしました。  

今回はセシウムを Cラボと八進さんでのク

ロスチェックで測定して、その後にストロ

ンチウムの測定をしました。  

結果はセシウムが１３４検出下限値１．５

２Bq／kg 不検出、１３７検出下限値１．

３７Bq／kg で不検出（C ラボ／Nal シン

チレーション）。１３４検出下限値０．２３

Bq／kg 不検出、１３７検出下限値０．２

５Bq／kg で０．７８Bq／kg 検出（八進／

ゲルマニウム半導体）。ストロンチウム９０

が検出下限値０．０１６Bq／kg で不検出

となりました。  

目に見えないものだからこそ、小さな子ど

もを持つ母親の食べ物に対する不安は大き

くなります。  

子どもに食べさせてよいのかどうか…、万

一のことがあったら…、私達は日々考え、

悩みながら過ごしています。  

このストロンチウムプロジェクトを通じて、

小さな子どもをもつ母親、日々の食材選び

に迷い、不安を抱えているママ達が、子ど

もに魚を食べさせるかどうかを判断する指

標を作るきっかけとなることを願い、測定

するということ、その行為と、名古屋の代

表的な測定所である Cラボの存在がもっと

身近で日常的なことになれば幸いと思いま

す。  

最後に、このプロジェクトを一緒にやろう

と声をかけて下さった外山さん、費用の半

分を負担して下さった C ラボ、そして測定

に関わって下さった Cラボスタッフの皆様、

カンパして下さった皆様、応援して下さっ

た全ての皆様に、感謝致します。ありがと

うございました。  
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CCCC----ラボニュースラボニュースラボニュースラボニュース No.3No.3No.3No.3「発刊に当たって」に対するご意見「発刊に当たって」に対するご意見「発刊に当たって」に対するご意見「発刊に当たって」に対するご意見    

「低線量被ばくによる健康被害に関する科学的判断が確定しない現実」について「低線量被ばくによる健康被害に関する科学的判断が確定しない現実」について「低線量被ばくによる健康被害に関する科学的判断が確定しない現実」について「低線量被ばくによる健康被害に関する科学的判断が確定しない現実」について    

    

ご 意 見：ＨＹさん  

 100 mSv 以下の被ばくではその影響が

小さ過ぎて確定できないのです．放射線を

被ばくしなくても人はガンにかかります。

タバコが発ガンの原因になることはよく知

られていますが、食品添加物・焦げ・カビ

なども発がんのリスクを増します。食習慣

によって発ガンリスクは異なります。さら

にストレスも、免疫力（ガンの元になる細

胞を除去する力）を低下させるので、発ガ

ンリスクを増すといわれています。  100 

mSv 以下の被ばくの場合、その影響がこれ

ら生活習慣による発ガンリスクと同程度あ

るいはそれ以下なので、低線量被ばくの影

響がそれらに埋もれて確定できません。低

線量の被ばくでも影響があるという人もあ

り、（免疫により抑えられる程度なので）影

響がないという人もあるのです。ICRP は、

閾（しきい）値がない（少ない被ばくでも

被ばくに比例したリスクがある）という立

場を取っています。単に「低線量被ばくに

よる健康被害が確定しない」というと、低

線量被ばくを過剰に心配するために、その

ストレスによって健康被害が起こるという

心配があります。  

 

コメント（大沼章子）：こうしたご意見はよ

く伺いますが、10ｍSv 以下での発がん事

例の存在もまた、明らかになってきました。

ごく最近のイギリスの医学雑誌ランセット

(web 検索 :DOI 10.1016/S2352-3026(15)00094-0）

には、フランスの放射線防護・安全研究所

の研究者らが、米英仏の放射線監視業務に

従事する 308,297 人の作業者を 27 年間追

っかけた調査結果を発表しています。作業

者の個人放射線モニタリング結果と白血病

やリンパ腫及び多発性骨髄腫の死亡率との

関係を解析し、所属研究所の公式見解では



なく著者らの責任と断りながら、長期にわ

たる放射線被ばくと白血病の間の正の関連

性についての強力な証拠を得たと発表して

います。労働者の被ばく量は平均で 1.1 

mGy とのことでした。これらの結果は、

ICRP のいう閾（しきい）値のない直線的

な発がんのリスクが低線量においても確か

に存在するということを裏付けています。

がんになるのではないかというストレスに

よる健康被害を否定することは出来ません

が、可能な限り放射線被ばくを避ける環境

の整備こそ、また精神的な安心・解放に繋

がるのではないかと考えます。
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C－ラボ 来訪者の記録  2014 年 4 月 30 日 

金井景子さん金井景子さん金井景子さん金井景子さん        （早稲田大学教育・総合科学学術院（早稲田大学教育・総合科学学術院（早稲田大学教育・総合科学学術院（早稲田大学教育・総合科学学術院    教授）教授）教授）教授）    

＜来訪の目的＞ 

 以前より水俣病センター「相思社」との関わりがあり、水俣の教訓を福島に活かせないかと考え

てきたところ、福島県天栄村の有機農家と繋がりができた。現地に通って個人的な援農を続けてき

たが、この度「田植え体験」というプログラムで広く支援者を募り、主に友人、学生を引率して農

作業を手伝う計画を立てている。それには先ず信頼できる情報を得ておきたいと相思社の遠藤氏に

相談したところ、大沼淳一氏を紹介された。 

 直近の課題としては援農に行く人の安全、安心の確保。次に天栄村に暮らす人たちが将来にわた

ってそこで営農していく上で示唆できることがあれば知りたい。 

以下、金井さん（K）と大沼さん（O）の一問一答 

（K）「田植え体験」の参加希望者に対し、被曝リスクをどのように伝えたらよいか？ 

（O）先ずは天栄村の放射線量のデータを入手することが必要。また、現地の人々が放射能に対し

てどのような意識でいるかを知ることも大切。 

（K）農家さんは信頼できる方だが主催側なので、そのままを参加者に伝えるのはどうかと思って

いる。またネットや本の情報に振り回されるのではなく、自分で判断できるように勉強をした

いが、どこを頼ればよいか？ 

（O）福島大の小山良太氏（原子力市民委員会メンバー）を訪ねると良い。また参加者が大勢なら、

田んぼや敷地の何か所かの空間線量を測って汚染マップを作ることで農家さんの生活支援にも

なる。 

（K）とりあえず、5月 12~13日の下見の時に空間線量を測ってみる。参加者募集に当たって注意

点は？ 

（O）田んぼでの作業なので、こどもや若い女性は誘わない方がよい。 

（K）リスクを承知の上で参加される方へのアナウンスは？ 

（O）マスク、手洗い、作業着は終わったらすぐに部屋着に替え、洗濯をしておくこと。 

食材については、現地の方々が計測しておられるならそれで判断できるが、前もって献立を聞

いておき、白河にある市民測定所を訪ねるのもよい。 

また、泊る場所の空間線量を測っておくことも大切。 

（K）外部から関わる者として、マスクをするという行為は現地の方々へのアピールにもなると思

う。これから一年、お米作りについて詳しく知り、毎月の放射線レベル、米作りの作業をとも

にして被曝などを測りそこから何が見えるかやってみようと考えている。たった一軒の農家さ

んとの個人的な繋がりを大切にしながら、不安と向き合う事を共有しながら、支援を続けてい

きたい。 

※他に、「一般に言われている『放射能の温泉は体に良い』という説の真偽は？」との質問に対し

「ラドン等、体に良いはずはない。温泉の効果はリラクゼーションに因るものであり、自然放

射線にプラスして受けることには問題がある。」とのやりとりもあった。また、当日はお茶の生

葉の測定があり、試料作りからの見学もして頂いた。（記録： 安藤・山田） 



Ｃラボへのカンパとボランティアのお願い

 Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

催します。お問い合わせは、

郵貯銀行：店名二一八、

ト市民放射能測定センター

 

にぎやかに

10 月 8日、耐震補強工事と引っ越しを済

め会が開催されました。参加された

のは 21

で、和やかに・楽しく・有意義に、

持ち寄りのいろんな味わい・いろど

りの一品料理やケーキを味わい、神

部さんのギターと平松さん作詞の替

え歌「Ｃ

だ！との声あり）、田中さんの篠

ンも聞きもの・見もので興味しんし

そして、Ｃ

取法解説ビデオの編集

た。 

なお、本日、ご近所に引越しの挨拶に行ってきました。向かいの

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

らし方もユニークな感じで、たまたま銀杏が干してあったので話しが弾

みました。教会のバザーにも積極的に参加なさっているようでした。東

隣の 2件にも伺ったのですが、残念ながら、本日はお

（大沼章子記）

 

Ｃラボ 4

12 月 6日（日）

        於：イーブルなごや（旧女性会館）３Ｆホール

 Ｃラボも開所して

被ばく、とりわけ内部被曝の大きさについて精力的に研究をしている山

田国廣さん（精華大学教員）に記念講演をお願いしました。「あの時、

あなたはどこにいて何を食べ、何を飲んでいたのでしょうか？」最初

の 10日間の行動が大きな決め手のようです。会場は

ホールです。皆さんお誘いあわせの上お越しください。

 

新Ｃラボへの道案内

 〒467-

（最寄り駅：地下鉄瑞穂運動場東

丁目下車徒歩

より入り、庭の外周に寄せて駐車。庭内は一方通行）

 電話+ファックス：

  メールアドレス

開所日：毎週、水・木・金（随時土曜開所もあるので要確認）

開所時間：

Ｃラボへのカンパとボランティアのお願い

Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

催します。お問い合わせは、

郵貯銀行：店名二一八、

ト市民放射能測定センター

にぎやかに C-ラボお披露目会開催

日、耐震補強工事と引っ越しを済

め会が開催されました。参加された

21 名の方々です。皆様の参加

で、和やかに・楽しく・有意義に、

持ち寄りのいろんな味わい・いろど

りの一品料理やケーキを味わい、神

部さんのギターと平松さん作詞の替

え歌「Ｃ-ラボの歌」を楽しみ（

だ！との声あり）、田中さんの篠

ンも聞きもの・見もので興味しんし

そして、Ｃ-ラボ装置の説明とこれまでの経験報告、竹内さん製作

取法解説ビデオの編集

なお、本日、ご近所に引越しの挨拶に行ってきました。向かいの

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

らし方もユニークな感じで、たまたま銀杏が干してあったので話しが弾

みました。教会のバザーにも積極的に参加なさっているようでした。東

件にも伺ったのですが、残念ながら、本日はお

（大沼章子記） 

4 周年報告会・

日（日）13 時半～時半～時半～時半～

於：イーブルなごや（旧女性会館）３Ｆホール

Ｃラボも開所して

被ばく、とりわけ内部被曝の大きさについて精力的に研究をしている山

田国廣さん（精華大学教員）に記念講演をお願いしました。「あの時、

あなたはどこにいて何を食べ、何を飲んでいたのでしょうか？」最初

日間の行動が大きな決め手のようです。会場は

ホールです。皆さんお誘いあわせの上お越しください。

新Ｃラボへの道案内

-0058 名古屋市瑞穂区関取町

（最寄り駅：地下鉄瑞穂運動場東

丁目下車徒歩 5分）(

より入り、庭の外周に寄せて駐車。庭内は一方通行）

ファックス：

メールアドレス: tnet_sokutei@xg7.so

開所日：毎週、水・木・金（随時土曜開所もあるので要確認）

開所時間：10：30-16

Ｃラボへのカンパとボランティアのお願い

Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

催します。お問い合わせは、tnet_sokutei@xg7.so

郵貯銀行：店名二一八、 預金種目：普通、

ト市民放射能測定センター ）（郵貯銀行間の送金手数料は無料です

ラボお披露目会開催

日、耐震補強工事と引っ越しを済

め会が開催されました。参加された

名の方々です。皆様の参加

で、和やかに・楽しく・有意義に、

持ち寄りのいろんな味わい・いろど

りの一品料理やケーキを味わい、神

部さんのギターと平松さん作詞の替

ラボの歌」を楽しみ（

だ！との声あり）、田中さんの篠

ンも聞きもの・見もので興味しんし

ラボ装置の説明とこれまでの経験報告、竹内さん製作

取法解説ビデオの編集版の試写などなど、盛りだくさんなメニューで、あっという間の

なお、本日、ご近所に引越しの挨拶に行ってきました。向かいの

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

らし方もユニークな感じで、たまたま銀杏が干してあったので話しが弾

みました。教会のバザーにも積極的に参加なさっているようでした。東

件にも伺ったのですが、残念ながら、本日はお

周年報告会・ 

時半～時半～時半～時半～16 時時時時

於：イーブルなごや（旧女性会館）３Ｆホール

Ｃラボも開所して 4周年を迎えました。今年は、

被ばく、とりわけ内部被曝の大きさについて精力的に研究をしている山

田国廣さん（精華大学教員）に記念講演をお願いしました。「あの時、

あなたはどこにいて何を食べ、何を飲んでいたのでしょうか？」最初

日間の行動が大きな決め手のようです。会場は

ホールです。皆さんお誘いあわせの上お越しください。

新Ｃラボへの道案内 

名古屋市瑞穂区関取町

（最寄り駅：地下鉄瑞穂運動場東

(駐車スペース：日本聖公会名古屋聖ヨハネ教会の門

より入り、庭の外周に寄せて駐車。庭内は一方通行）

ファックス：052-836-3116

tnet_sokutei@xg7.so

開所日：毎週、水・木・金（随時土曜開所もあるので要確認）

16：30 

Ｃラボへのカンパとボランティアのお願い 

Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

tnet_sokutei@xg7.so

預金種目：普通、 

（郵貯銀行間の送金手数料は無料です

ラボお披露目会開催 

日、耐震補強工事と引っ越しを済ませたＣラボのおひろ

め会が開催されました。参加された

名の方々です。皆様の参加

で、和やかに・楽しく・有意義に、

持ち寄りのいろんな味わい・いろど

りの一品料理やケーキを味わい、神

部さんのギターと平松さん作詞の替

ラボの歌」を楽しみ（4周

だ！との声あり）、田中さんの篠笛、

ンも聞きもの・見もので興味しんし

ラボ装置の説明とこれまでの経験報告、竹内さん製作

版の試写などなど、盛りだくさんなメニューで、あっという間の

なお、本日、ご近所に引越しの挨拶に行ってきました。向かいの

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

らし方もユニークな感じで、たまたま銀杏が干してあったので話しが弾

みました。教会のバザーにも積極的に参加なさっているようでした。東

件にも伺ったのですが、残念ながら、本日はお

時時時時 15 分分分分    （開場：（開場：（開場：（開場：

於：イーブルなごや（旧女性会館）３Ｆホール

周年を迎えました。今年は、

被ばく、とりわけ内部被曝の大きさについて精力的に研究をしている山

田国廣さん（精華大学教員）に記念講演をお願いしました。「あの時、

あなたはどこにいて何を食べ、何を飲んでいたのでしょうか？」最初

日間の行動が大きな決め手のようです。会場は

ホールです。皆さんお誘いあわせの上お越しください。

名古屋市瑞穂区関取町 146   

（最寄り駅：地下鉄瑞穂運動場東 2番出口徒歩

駐車スペース：日本聖公会名古屋聖ヨハネ教会の門

より入り、庭の外周に寄せて駐車。庭内は一方通行）

3116 

tnet_sokutei@xg7.so-net.ne.jp

開所日：毎週、水・木・金（随時土曜開所もあるので要確認）

Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

tnet_sokutei@xg7.so-net.ne.jp

 口座番号：

（郵貯銀行間の送金手数料は無料です

ませたＣラボのおひろ

ラボ装置の説明とこれまでの経験報告、竹内さん製作

版の試写などなど、盛りだくさんなメニューで、あっという間の

なお、本日、ご近所に引越しの挨拶に行ってきました。向かいの

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

らし方もユニークな感じで、たまたま銀杏が干してあったので話しが弾

みました。教会のバザーにも積極的に参加なさっているようでした。東

件にも伺ったのですが、残念ながら、本日はお留守のようでした。

（開場：（開場：（開場：（開場：13：：：：15

於：イーブルなごや（旧女性会館）３Ｆホール 

周年を迎えました。今年は、福島原発事故の初期

被ばく、とりわけ内部被曝の大きさについて精力的に研究をしている山

田国廣さん（精華大学教員）に記念講演をお願いしました。「あの時、

あなたはどこにいて何を食べ、何を飲んでいたのでしょうか？」最初

日間の行動が大きな決め手のようです。会場は 330

ホールです。皆さんお誘いあわせの上お越しください。

 

番出口徒歩 15分、市バス弥富通り三

駐車スペース：日本聖公会名古屋聖ヨハネ教会の門

より入り、庭の外周に寄せて駐車。庭内は一方通行） 

net.ne.jp 

開所日：毎週、水・木・金（随時土曜開所もあるので要確認）

安藤さん自製のアルプホルン

Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

net.ne.jp 

口座番号：5484719（口座名：

（郵貯銀行間の送金手数料は無料です 

ませたＣラボのおひろ

ラボ装置の説明とこれまでの経験報告、竹内さん製作 MDS

版の試写などなど、盛りだくさんなメニューで、あっという間の

なお、本日、ご近所に引越しの挨拶に行ってきました。向かいの

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

らし方もユニークな感じで、たまたま銀杏が干してあったので話しが弾

みました。教会のバザーにも積極的に参加なさっているようでした。東

留守のようでした。

15）））） 

福島原発事故の初期

被ばく、とりわけ内部被曝の大きさについて精力的に研究をしている山

田国廣さん（精華大学教員）に記念講演をお願いしました。「あの時、

あなたはどこにいて何を食べ、何を飲んでいたのでしょうか？」最初

330人収容の大

ホールです。皆さんお誘いあわせの上お越しください。 

分、市バス弥富通り三

駐車スペース：日本聖公会名古屋聖ヨハネ教会の門

開所日：毎週、水・木・金（随時土曜開所もあるので要確認）    

安藤さん自製のアルプホルン

Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

（口座名：未来につなげる・東海ネッ

 番号：12160

年報告会のトリはこれ

安藤さんのアルプホル

んに聞き入りました。

MDS 土壌プロジェクト用試料採

版の試写などなど、盛りだくさんなメニューで、あっという間の

なお、本日、ご近所に引越しの挨拶に行ってきました。向かいの 3軒はいずれも好意的で、特に

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

らし方もユニークな感じで、たまたま銀杏が干してあったので話しが弾

みました。教会のバザーにも積極的に参加なさっているようでした。東

留守のようでした。

福島原発事故の初期

被ばく、とりわけ内部被曝の大きさについて精力的に研究をしている山

田国廣さん（精華大学教員）に記念講演をお願いしました。「あの時、

あなたはどこにいて何を食べ、何を飲んでいたのでしょうか？」最初

人収容の大

分、市バス弥富通り三

駐車スペース：日本聖公会名古屋聖ヨハネ教会の門

     

 
安藤さん自製のアルプホルン 

田中さんの

Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

未来につなげる・東海ネッ

12160－54847191 

年報告会のトリはこれ

安藤さんのアルプホル

んに聞き入りました。

土壌プロジェクト用試料採

版の試写などなど、盛りだくさんなメニューで、あっという間の 4時間でし

軒はいずれも好意的で、特に

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

田中さんの篠笛のしらべ

Ｃラボは皆さんのカンパとボランティアの奉仕で運営されています。ボランティア養成講座を随時開

未来につなげる・東海ネッ

 

年報告会のトリはこれ

安藤さんのアルプホル

んに聞き入りました。

土壌プロジェクト用試料採

時間でし

軒はいずれも好意的で、特に

角っこの家（ごめんなさい、名前は？です）の方には、社会的にも意義のある活動なので頑張って

くださいというエールも頂きました。一番近い家は梅村さんで、ご夫妻とも手話をなさいます。暮

 
笛のしらべ 

 



 

編集後記 

前号（第 3号）が出てから 1年以上も経ってしまいました。今後は年間 2回発行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


