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未来へ繋ぐ鮮やかな虹
平地区仮置き場に絵画掲示

産業伝承館で行われた座談会での集合写真。

保原町平地区仮置き場に掲示された絵画。 セレモニーには、周辺住民の皆さんや環境省職員などが参加しました。

　青空にかかる虹を花畑

から見上げる少女の絵画

が、保原町柱田平地区仮

置き場に掲示されました。 

この絵画は、仮置き場の景

観が住民へ与えるストレ

スに配慮して、市がモデル

的に企画し福島大学の学

生によって制作されまし

た。 「子どもたちが外で気

兼ねなく遊べる、明るい未

来を描けたら」という想い

が込められています。 掲

示セレモニーが行われた

のは昨年の12月19日で、

浮島智子環境大臣政務官

や地元の平自治会長・渡

邉恒男さんなどの手に

よって飾られました。

　また、市は保原高校美術

部にも同様に依頼しまし

た。 同校は、震災で崩れた

校舎のがれきに花の絵を描く「がれきに花を咲かせよう

プロジェクト」など、

震災復興をテーマ

にしたアート活動を

行っています。 3学

期を迎えた生徒た

ちは現在制作中で、

2月に福大生の作品

と並んで掲示され

る予定です。 

　掲示セレモニーの同日、梁川町の産業伝承館では、

「伊達市のこれからを考える座談会」が開催されました。

石原環境大臣も参加し、仮置き場の絵画を制作した福

大生たちは、「若い人たちにもっと様々な取り組みが行

われていることを知ってほしい」と話しました。 さらに、

仁志田市長をはじめ、JA伊達みらいの大橋信夫代表理

事組合長、あんぽ柿生産部会長・宍戸里司さん、山舟生

羽山生活改善グループ代表・秋葉初子さんなどが、「3年

ぶりにあんぽ柿が出荷ができた。 風評被害を払拭し、

もっと良い産地になれるよう頑張りたい」と語りました。  

　伊達市民の、復興へと向かう前向きな気持ちが表れる

1日となりました。

屋外で制作する福大生（12月10日撮影）。
制作に携わった小野雅紀子さん（伊達市
出身）「通りすがる他の学生とコミュニ
ケーションが生まれ、伊達市や仮置き場
について知ってもらうことができました」。

制作する保原高校生。 安藤ゆりかさん「絵を見て、
少しでも喜んでもらいたいです」。

伊達市のこれからを話し合う
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問

「ストレスを緩和するために、心が動くときって…」
（みんなでの笑いの効用について）

　市では、心と体のケアを目的に、特定避難勧奨地点に指定された地区を中心に健
康相談「お茶のみにこらんしょ」を開催しています。
　今回は、「お茶のみにこらんしょ」にストレス解消の講話＆軽運動の講師として支援
していただいている「一般社団法人ふくしまをリハビリで元気にする会」の岡本宏二
さんから、ストレス緩和（笑いの効用）について紹介していただきます。

健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116

一般社団法人ふくしまをリハビリで元気にする会

岡本 宏二

　声を上げて、ワーワーと泣きじゃくった事は、皆さ

んは何度か経験していることだと思います。 最近で

は、いつでしょうか？ ちょっと思い出してみてくださ

い。 そのあと、気分がすっきりした経験はありません

でしょうか？ 泪（涙）の中には、ストレス物質が入って

いると言われています。 だから、哀しい時に思いっき

り泣くことは凄く大切なことなのです。

　でも、それは一日で終

わってほしいのです。 

それが何日も続いたら、

頭の中がマイナスのス

パイラルになります。 い

わゆる、うつうつとした

状態になっていきます。 

　「暗愁」という言葉が

あります。 何か物哀し

い感じ。 むなしい感じ。 

これが襲ってくること

もあるでしょう。 対象のはっきりした悲しみや、なん

だか解らないけど物哀しい…そんな時は、人に話を

しましょう。 自分の気持ちの発散や整理になること

が往々にしてありますし、自分を一歩外において冷

静に見つめるためにも大切であります。 問題は解決

しませんが、心を一時的に逃がすことにはなると思

います。 

 　話し相手がいなかったり、ちょっと知り合いには話

せない事柄とかの場合は、保健センターに行きま

しょう。 担当の方が聴いてくれるはずです。 または、

精神科（≒心療内科）に行きましょう。 恥ずかしいこ

とではありません。 悲しみは人に話すと半分になり

ます。 嬉しさは人と共有すると増えると言われてい

ます。 

　さて、今回は、「笑いの効用」について、紹介してみ

たいと思います。

　笑うことには、大きく分けて三つの効果が指摘さ

れています。 ①「免疫力が上がることが実証されて

います」、②「口角（頬の筋肉）を上に上げると頭の中

に幸福感の伝達物質が流れます」、③「カロリーを使

います。 ３０秒の爆笑（声を大きく出して腹から笑う）

は、３分ウォーキング（ブラブラとする散歩）に匹敵す

るという調査もあります」。 

　さて、ここで大切なの

が２つあります。 なかな

か一人では、大きく笑え

ないことと、小さな空間

（例えば家庭の居間と

か）では、意外と大きな

声は出しづらい。 とい

うことです。

　だから、みんなで集

り、大きな空間で行う

「お茶のみにこらんしょ」

の会は、集まるだけでも凄いことなのです。

　そこは、皆が顔を合わせるところ。 話を聞いても

らう、または、相手の話を聞くところ。 雑談の中にな

んとなくいるところ。 笑う。 歌う。 運動する。 お茶を

飲む…すべてにストレスを少しでも和らげ、元気を

作る秘密があるのです。 

　なにより、我々スタッフが、皆さんの笑い顔で、日頃

の仕事や家庭のストレスから、慰められ癒されてい

ます。 お互いに効果抜群なのです。 

　泣くことは、一人でもできます。 大声で笑うことは

…一人で壁に向かって笑うとか、いつも同じ人だと、

ちょっと厳しいですね（おかしくなったと勘違いされ

るかもしれません）。

　さぁ、みんなで集まって笑いましょう。
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伊達放射能健康相談窓口

　体調が不安定、食べ物が心配、こどものことが心配、外部被ばく検査や内部被ばく検査の結果はどうみるの？
どんな相談でも聞いてみませんか？

原子力損害賠償の巡回法律相談

　福島県では、福島県弁護士会と連携し、弁護士による法律相談を実施しています。 賠償請求手続きにおける不明な点
などお気軽にご相談ください。 なお、事前予約制となっていますので、下記までご連絡ください。

ＷＢＣ検査結果相談会の開催について

　WBC検査の受検者の結果について、相談をお受けします。
　ご希望の方は、相談日の1週間前までに電話にて予約してください。
●相談員：福島県立医科大学 放射線健康管理学講座 助手 宮崎 真先生

避難先からの帰還を予定している方へ

　震災や原発事故による避難者の情報は、「全国避難者情報システム」に登載され、そのデータをもとに避難されてい
る皆さまに広報紙等をお送りしていますが、今後、伊達市へ帰還される場合には、必ず避難先の市町村役場に避難終了
の届出をしてください。

2月 4日（火）
実施日 時 間 場所・連絡先

保原保健センター ☎575-1116 
2月18日（火）

◎予約制となります
9：30～11：30

2月25日（火）

●相談員
　放射線安全フォーラム会員 半谷 輝己さん

保原町大泉大地内100

2月18日（火）
実施日 対象地区 時 間 場 所 予約の連絡先

保原保健センター 2月19日（水）
◎各回12名までの予約制となります

9：30～11：30
13：00～16：30

霊山・月舘
保原

梁川・伊達3月17日（月）
保原町大泉大地内100

健康推進課 健康企画係 ☎575-1116
（保原保健センター内）

　医学的なことは医師の相談会にご案内する場合もあ
ります。

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1116

問 市民生活部 市民生活課 ☎575-1126

問 市民生活部 市民生活課 ☎575-1126

伊達市

実施市町村実施日 実施会場・所在地

福島県伊達合同庁舎 1階会議室

福島市

二本松市

2月 5日（水）

2月26日（水）

2月19日（水）
※他の会場については、本庁・各総合支所窓口にあるチラシをご覧ください。

福島県青少年会館 1階第6研修室 福島市黒岩字田部屋53-5

伊達市保原町大泉字大地内124

福島県二本松合同庁舎 2階会議室 二本松市金色424-1

●実施日程・場所

●相談時間：30分（13：30～15：50の間に実施） ●相談料：無料

◎事前予約電話番号 ☎523-1501［受付時間］8：30～17：15（平日）
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生活圏除染業務の進捗について生活圏除染業務の進捗について （1月7日現在）

市民生活部 放射能対策課 ☎575-1003問

市民生活部 環境防災課 ☎575-1228

市内各地域の放射線測定結果市内各地域の放射線測定結果

測定地点

放射線測定値（市測定、※印は国測定） (単位：マイクロシーベルト/時間)

1/15 1/6 12/27 1/15 1/6 12/27測定地点

問

地 区地 域 世帯数 仮置き場
宅地

除染作業

道路 公共施設

月 舘

保 原

B エリア
［仮置き場］
●：確保済
 ［除染作業］
●：終了
▲：作業中
△：準備中 

［作業進捗・道路
側溝除染作業］
●：終了
▲：作業中
△：準備中 

※1 同意書提出世帯とは、作業を申込むまたは辞退する旨の同意書が提出された世帯
※2 作業進捗とは、作業を申し込んだ世帯の進捗状況

すべての除染業務が終了しました。

C エリア

御代田（4工区） 62 ● ● ▲ ●
上保原（1工区） 173 ● ● ▲ ●
上保原（2工区） 531  ● ▲ ▲
上保原（3工区） 420 ● ● ▲ ●
上保原（4工区） 446  ● ▲ ●
計 1,632 

地 区地 域 世帯数 道路側溝除染作業
同意書提出世帯数（※1）

２次モニタリング・ホットスポット除染作業

作業進捗（※2）

伊 達

梁 川

保 原

霊 山

伊 達 2,641 2,146 ● ▲
箱 崎 421 394 ● ▲
伏 黒 599 579 ● ▲
梁 川 2,794 2,091 ● ▲
粟 野 666 632 ● △
堰 本 906 860 ● ▲
白 根 242 221 ● △
山舟生 274 262 ● △
富 野 404 381 ● △
五十沢 295 273 ● △
東大枝 200 190 ● △
大 田 1,033 1,011 ● ▲
保 原 4,123 3,124 ● ▲
大 石 376 376 ● ▲
泉 原 151 151 ● ●
計 15,125 12,691

A エリア

伊達総合支所 正面駐車場 0.22 0.22 0.21 下小国中央集会所 入口※ 0.32 0.37 0.36

梁川総合支所 正面銅像前 0.20 0.19 0.19 岩代小国郵便局 国道路肩 0.28 0.27 0.26

保原本庁舎 正面駐車場※ 0.27 0.29 0.29 末坂バス停留所 県道路肩 0.54 0.53 0.47

富成郵便局 県道路肩 0.26 0.26 0.25 大木バス停留所 県道路肩 0.26 0.25 0.25

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 0.65 0.64 0.62 月舘総合支所 駐車場 0.19 0.18 0.18

富成グリーンタウン タウン内公園 0.41 0.42 0.40 国道399号飯舘村境 国道路肩 0.51 0.45 0.43

富成十区集会所 入口 0.71 0.72 0.67 月舘相葭公民館 県道路肩 0.62 0.64 0.58

霊山総合支所 駐車場 0.26 0.25 0.25 掛田上組集会所 市道路肩 0.40 0.40 0.40

霊山パーキング 駐車場中央※ 0.28 0.29 0.26 掛田日向前団地 集会所前 0.34 0.37 0.35

坂ノ上集会所 入口 0.40 0.37 0.34 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 1.25 1.41 1.20

八木平バス停留所 回転場中央 0.29 0.31 0.28 大柳字栃窪 市道路肩 0.62 0.63 0.62

小国ふれあいセンター 駐車場※ 0.29 0.36 0.34

中川、 山戸田、山野川、石田、月舘、御代田1、御代田2、御代田3、糠田、布川、上手渡、下手渡、八幡台・村岡工区は
すべての除染業務が完了しました。
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