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　東電第一原発の事故による県民の健康への影響について、国内外の専門家が検証する「放射線国際専門家会議」が福
島市で開催されました。
　この会議は学者を中心とする専門家会議ではありますが、現場の保健師や私のような首長、それに普通の市民も放射
能対策の経験を報告するセッションがあり、それぞれの立場で報告したのですが、私にとって驚くことがありました。
　それは、一市民の経験として報告した方が伊達市民で、3.11の直後、伊達市は原発からは離れているので心配はない
と考えていた時期に、母親としての直感から「直ちに避難を決意し、のんびりしている夫を説得、実家のある青森に避難し
た」という報告ですから、その危機管理には驚いてしまいました。
　当時、原発から60ｋｍも離れているので大丈夫だと判断していた市が、放射能を意識したのは3月23日のSPEEDIが公
表された時であり、しかも当市がどの程度の線量であるかも分からない状況で、彼女の住む霊山町石田地区のすぐ隣の
飯舘村が放射線量が高いとして計画的避難地域となったのが５月頃ですから、市としての判断の甘さを恥じると共に、そ
の危機意識には驚くばかりです。
　さらに驚いたことは、避難はしたものの、その後、家族が離れ離れに暮らすのは子どもにとって良いことではないと考
え直し、自宅に戻って除染をしたというのです。 そして又、当時の官房長官が「伊達市にも飯舘村と同じ高線量地域があ
る」と発言したことから市は単独で避難支援を行いましたが、その対策に応じて、改めて梁川地区に再避難したとのこと
で、放射能から子どもを守るために、実に積極的に行動されている事に、私ばかりではなく会場の専門家たちも大変感銘
を受けたようです。
　彼女は元々放射能の知識は皆無で、福島に原発があることも知らなかったということですが、本を読んだり講演会に
行ったりと必死になって知識を集め、世の中にはいろいろのリスク（危険）があって、タバコの害や中国からのPM2.5問題
など、考えるとキリがない。 そうすると放射能もその一つであると思うようになったとのことです。
　最近、「リジリエンス」ということが言われます。 これは復元力、回復力などと訳され、「困難な状況下にあっても、しなや
かに適応して生き延びる力」という心理学的な意味で使われるのですが、彼女こそ、そのリジリエンスを備えた人と会場
では称賛の声が上がっていました。 それは努力によって培われたものなのではないでしょうか。

　保原高校美術部の「がれきに花を咲かせようプロジェクト」の一環であ
る、仮置き場のための絵画が、夏休み中である8月上旬に完成しました。 
地球の上で、さまざまな動物や人々が手を繋ぎ微笑んでいるこの絵画に
は、「住民の皆さまが元気になれるように」という想いが込められていま
す。 8月26日には、梁川地区仮置き場にてお披露目となりました。 7月15
日に同校を訪れ、制作を手伝った浮島智子環境大臣政務官（当時）も絵画
展示セレモニーに出席。 「高校生の皆さんとともに絵を描くことができ
て、嬉しさでいっぱいです」と、絵画の完成を喜びました。 掲示セレモニー
に参加した新田会長の佐々木吉勝さんは、絵画について「温かみがあり、ほのぼのとさせてくれます」と笑顔で話しました。

伊達市長 仁志田 昇司

保原高校美術部による絵画と、セレモニー参加者

リジリエンスの人リジリエンスの人

地球の上で手をつなぐ、にこやかな動物たち
「がれきに花を咲かせようプロジェクト」
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　放射線の不安を軽減し安心して生活するため、8月5日（火）に免疫力アップ講座を開催し、親子37名が参加しました。 ＮＰ
Ｏ法人知的人材ネットワークあいんしゅたいんの宇野賀津子先生を講師に迎え、食品の抗酸化力や放射線測定の実験、リラッ
クスのためのハンドマッサージなどを通して、「こころと体の元気の秘訣」を学びました。

講師からのアドバイス（講話より）

免疫力アップ講座「こころと体の元気の秘訣」

※恐怖や不安は免疫力を下げてしまいます。　

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

伊達放射能健康相談窓口伊達放射能健康相談窓口

10月　7日（火）

実施日 時 間 実施会場・連絡先

保原保健センター ☎575-1153

10月14日（火）
出張相談も行っています
◉予約制となります

10月21日（火）

◎相談員／放射線安全フォーラム会員 
　　　　　半谷 輝己さん

保原町大泉字大地内100

※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。

9：30～
11：30

　放射線･放射能の不安などありましたら、ご相談ください。

　「こころと体の元気の秘訣」は、免疫力（体の自然治癒力）をアップすることです。 免疫力をアップすることで、がんや老化へ
の影響が軽減できます。

◎笑うことや生きがいを持って生活すること

◎抗酸化力の高い食事をとること  などが免疫力をアップし、こころと体を元気にするために効果的です！
◎不安を減らすためには正しいことを知ることが大切です！

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

講師からのコメント 参加者の感想

抗酸化食品の効果が目で見られてよかった。

様々な食品を食べるようにします。

自分で調べて生活すれば安心。

安心して、前向きに笑顔で
すごしていきたい。

抗酸化食の実験

抗酸化力の強い、野菜

やフルーツなどをバラ

ンスよく摂取すること

が効果的！

◎放射線の体への影響は？　

低線量の影響は無いとはいいきれないが、わからないほど
小さいです。

◎傷ついた遺伝子や細胞はどうなる？

低線量の放射線で、体内に活性酸素が発生し、遺伝子や細胞
が傷つく場合がありますが、その傷は免疫作用でほとんど修
復されます。

ハンドマッサージ

手をなでるなどの“触れるケア”

でリラックスの効果がアップ！
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◎相談時間／30分
◎相談料／無料

※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。

原子力損害賠償の巡回法律相談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。

実施市町村 実施日 時間 実施会場・所在地

福島県伊達合同庁舎 1階会議室

福島市 10月29日（水）

伊達市 10月15日（水）
◉事前予約 ☎024-523-1501

保原町大泉字大地内124番地

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

13：30～
15：50

受付時間／8：30～17：15（平日）
県庁 生活環境部 原子力損害対策課

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

～「伊達ホッとする会」自主避難者応援事業 ｉｎ 山形県山形市・米沢市～
元気アップ復興隊による出前講座

　8月7日（木）・8日（金）に山形県の山形市と米沢市でＮＰＯ県外避難者相談窓口の協力を得て、出前ミニ講座を開催しました。 
この講座は、自主避難された母親のストレスを軽減することにより、すこやかな子育てができるようにする
ことや、伊達市の情報を伝えることを目的として、元気アップ復興隊が実施したものです。

　参加くださった皆様から、育児の大変さや生活の大変さの胸の内をお聞きすることができました。
　元気アップ復興隊は、市民の皆様が「ほっとできたり」・「安心できたり」・「楽しかったり」と思って頂ける講座を開催
して、健康で元気な毎日を送っていただきたいと考えております。 また個別相談等も実施していますので、お気軽に
ご連絡ください。

スカーフでのお遊び バルーン おんぶ

●参加者／母親10名・子供16名（合計26名）
●内容／①親子遊び（ママと子供のコミュニケーションで笑顔になる）

　　 　　②ミニ講話（ストレスって何だろう？ストレスを知る！）（心身のストレスを取り方をリラクセーションで体験する）
　　　  ③ママのミーティング（今、心配なことや不安なことを話合う）
　　 　 ④個別心理相談

●スタッフ／元気アップ復興隊（臨床心理士2名、保育士2名、保健師2名）

親子遊びの様子

元気アップ復興隊より

参加者の感想 子供を抱っこ
おんぶすることが
減っていたので、
親子遊びで抱っこの
大切さを実感した。

専門家と本音で話せてよかった。親も子も一緒に楽しむことができた。

子供の楽しい顔、遊んでいる顔をみれたのがうれしかった。
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市民生活部 放射能対策課 ☎575-1003問

高校生によるOECD東北スクール伊達市チーム
パリで伊達市の今をアピール

伊達市ブースのパネル展で、来場者には英語で説明 ステージでは、英語でスピーチをしました 「OECD東北スクール」伊達市チームのメンバー

伊達市チームのブースと、
呼び込みを行う伊達市チームのメンバー

柿の形をしたメッセージカードに記入する
パリの親子

来場者が記入したメッセージカードは、
あんぽ柿のようにディスプレイされました

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)

9/16 9/9 9/2 9/16 9/9 9/2測定地点

伊達総合支所 正面駐車場 0.17 0.17 0.18 下小国中央集会所 入口※ 0.35 0.34 0.33

梁川総合支所 正面銅像前 0.17 0.17 0.15 岩代小国郵便局 国道路肩 0.22 0.24 0.22

保原本庁舎 正面駐車場※ 0.23 0.23 0.23 末坂バス停留所 県道路肩 0.43 0.42 0.37

富成郵便局 県道路肩 0.21 0.21 0.19 大木バス停留所 県道路肩 0.20 0.20 0.18

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 0.49 0.47 0.46 月舘総合支所 駐車場 0.15 0.15 0.14

富成グリーンタウン タウン内公園 0.33 0.33 0.33 国道399号飯舘村境 国道路肩 0.39 0.37 0.37

富成十区集会所 入口 0.57 0.55 0.55 月舘相葭公民館 県道路肩 0.50 0.48 0.47

霊山総合支所 駐車場 0.19 0.20 0.18 掛田上組集会所 市道路肩 0.33 0.32 0.29

霊山パーキング 駐車場中央※ 0.29 0.28 0.28 掛田日向前団地 集会所前 0.26 0.26 0.25

坂ノ上集会所 入口 0.36 0.38 0.35 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 1.15 1.21 1.28

八木平バス停留所 回転場中央 0.25 0.22 0.23 大柳字栃窪 市道路肩 0.39 0.39 0.35

小国ふれあいセンター 駐車場※ 0.27 0.27 0.26

　東日本大震災の被災地を中心とした中・高校生の復興教育プロジェクト「OECD東北スクール」の2年半の成果発信の場
として、フランス・パリで8月30日・31日（現地時間）の2日間、「東北復幸祭＜環WA＞」が開催されました。 伊達市チームは、
風評被害に苦しむ農家の想いに応えようと、生徒とJA伊達みらいが共同で作った、市内産の桃、柿、林檎のゼリー「伊達の
恵」の試食を中心に、伊達市の今を伝える写真やパネル展示などを行いました。 イベントは、パリ地元住民を中心に大勢の
方が訪れ、来場者が記入する伊達市へのメッセージカードは1,000枚以上集まりました。
　チームリーダーの佐藤優里奈さんは「農家の方が震災前と同じ
ように果物を出荷できるよう努力されている姿に感動し、なんとか
したいと思って活動してきました。 ゼリーは、果実の味をそのまま
伝えるため果汁100％にこだわりましたが、イベントで『おいしかっ
たよ、ありがとう』と声をかけてくれた方がいて、やってよかったと
実感しました」と話してくれました。 左から、蜜桃ゼリー、柿ゼリー、蜜入りりんごゼリー


