
［編集・発行］伊達市放射能対策課 〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180 本庁舎3階 ☎575-1003

19
●平成26年10月23日発行

第 号

1

　～子どもたちの笑顔から創るだての未来～をテーマにしたイベント「だ
てな子どもフェスティバル」が10月5日（日）、りょうぜん子どもの村で開催
されました。 だて青年会議所と被災地域を応援したいという宇都宮青年
会議所の共催で企画。 霧雨が降るあいにくの天気にもかかわらず、当日
は小さい子どもを連れた家族連れでにぎわいました。 参加者らは霊山太
鼓の体験やモモの花をイメージして手形で埋める「桃の木アート」「ス
ポーツチャンバラ」など歓声を上げながら、秋の休日を楽しんでいました。 
市内から訪れた親子も「外で遊ばせることに抵抗はなくなってきたが、家
族揃って屋外で遊べる機会がなかなかなかった。 こんなイベントがあればまた参加したい」と話していました。

伊達市長 仁志田 昇司

霊山の山に子どもたちの叩く太鼓の音がこだまする

復興道路の霊山～福島間の着工について

秋の休日を親子で楽しむ
「だてな子どもフェスティバル」開催

だて
復興・再生
最前線

　過日、本県浜通り地方の復興に資するための道路として建設中の復興支援道路、相馬福島道路の、最後の工区である
霊山～福島間の起工式が執り行われました。
　式典には、沿線自治体の首長や国土交通省の高官はもちろん、県からは佐藤雄平知事も出席したように、この区間の
着工は極めて意義深いものがあります。
　と、言うのも、相馬福島道路は国道115号線のバイパスとの位置づけで、既に相馬霊山間については全線にわたって
着工されていますが、東北自動車道と接続する肝心の霊山～福島間については未着工であったからです。 しかも、この
区間はインターチェンジの位置からは、霊山～伊達間と言うのが実態で、当市を縦断するルートであり、さらに料金は無
料ですから市の振興発展のためには極めて重要で、まさに永年の夢の実現でもあります。
　今後、本格的な測量、用地買収、工事着工により、相馬～霊山間の開通目標である平成30年に遅れることなく完成さ
せるとの発言もあり、全線の供用開始によって当市の発展に寄与するものと期待しています。
　今次の大災害は、我々伊達市にも未曾有の被害をもたらし、特に放射能災害については未だその対策の最中にあると
ころですが、復興の過程の中で、従来望んでも不可能と思われていた事柄が実現されつつあり、まさに、復興道路はそ
の典型ではないでしょうか。
　今、我々は放射能に汚染された故郷を、元の自然溢れる安心な故郷に戻すべく努力しているところですが、完全に元
に戻すことは出来ないかもしれません。戻せるとしても相当年月を要する事になるのではないか、と思われます。 そう
だとすれば、もっと違った形で、又は、今まで以上の故郷を作り上げる考えも必要なのではないでしょうか。
　考えてみれば、今までも故郷は昔と同じ環境でなく、時代と共に変化してきたのですから、今回の復興を機に、新しい
形の農業とか、子ども達の育成に新しい考えで取り組む必要もあると思います。 例えば、植物工場、ＩＣタグ（電子的管理
荷札）による果実の個別管理。 また、子ども達の県外合宿、ヤングアメリカンズでのミュージカルや、芸大学生による楽
器のプロフェッショナルな指導など、従来に無かったものに取り組んでいくことも考えられます。
　そういう観点で、私たちはこの災害を単に乗り越える、というだけではなく、「災いを転じて福と成す」、そういう強い
意志を持って立ち向かっていくべきではないでしょうか。

復興道路の霊山～福島間の着工について
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笑いの知恵袋
ラフターヨガ（笑いヨガ）で健康づくり

今回は、元気アップ復興隊がお茶のみ会で行っている「ラフターヨガ」について、ご紹介します。

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

◎相談員／放射線安全フォーラム会員 
　　　　　半谷 輝己さん
※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。

　放射線･放射能の不安などありましたら、ご相談ください。

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

～笑いのすすめ～

　「楽しい」から「笑う」のではなく、「笑う」から「楽しくなる」なるのです。
　「笑う」という行動をとることで、「楽しい」と言う感情を呼び起こして、私たちにプラスの変化を引き起こします。 笑うと
いってもおもしろいことを言ったりしなくても大丈夫です。 笑顔を作って「わははは」などと、声に出して、ただ笑うのです。
　私たちの脳は、「本当の笑い」と「うその笑い」と区別できませんので、本当に楽しくて笑っていると勘違いするのです。
　「笑う」と言う行動が「楽しい」「面白い」と言う感情を自分で生み出し、健康によいといわれています。
　ラフターヨガ（笑いのヨガ）もあり、最近健康づくりで話題となっています。

11月　4日（火）

実施日 時 間 場所・連絡先

保原保健センター ☎575-1153
11月11日（火）

出張相談も行っています
◉予約制となります

11月18日（火）

11月25日（火）

保原町大泉字大地内1009：30～
11：30

◎笑いは運動です。（３０秒の笑いは３分の散歩に匹敵します）

◎ストレスレベルが75％も減少しストレスに強くなります。
◎血圧が下がり血の循環がよくなり、脈拍が下がります。

◎うつ状態が軽くなります。

◎認知症（ボケ）予防にも効果があります。

◎ウィルスやガンをやっつける免疫力がアップします。

伊達放射能健康相談窓口伊達放射能健康相談窓口

～「あ・い・う・え・お」に合わせた発声をしながら笑う行動をしてみましょう～

あ

笑 い の 効 果

い え
う

お

「あっはっはー」と
手を開いて笑う。

手を首元に
当てる感じで
「うっふっふー」と
笑う。

「いっひっひー」と
口角を上げて笑う。 「えっへっへー」と笑う。

空を見上げて
「おっほっほー」と
笑う。

笑うから「楽しい」
みなさんも

やってみましょう！

ラフターヨガの一例
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　伊達市では、１時間毎に計測できる「高性能積算線量計（Ｄ-シャトル）」を準備しております。 これを利用することにより、自
分の年間外部被ばく線量がどのように積算されているかを見ることができます。 自分の行動と外部被ばく線量の関係を確
認してみてください。

　ガラスバッジ測定結果（３ヶ月の結果）で家族の中で自分だけ高めだった人、屋外での仕事をしているときの線量が気にな
る人、線量の変化を確認してみたい人など、測定を希望する方は、気軽にお問い合わせください。

検査日時と場所を選んで
ホールボディカウンタ検査を受けましょう！

　今年度は、年３回に分けて順次受検案内をお送りしております。 届いた案内を確認いただき、まだ受けていない方は、ぜひ
受検くださるようお願いします。

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

問 健康福祉部 健康推進課 ☎573-0538

●3機関どこでも受けることができます。※土日や平日18時まで実施している日もあります（下表を確認ください。）

●お送りした受検案内を紛失した場合でも受検できます。

●ホールボディカウンタ検査は、食事などによって体に入った放射性セシウムの量を測定するものです。
　　検査を受けていただくことで、体内に入った放射性セシウムが、検査時にどの程度残っているかが確認できます。 これま
　で伊達市が実施した検査結果からは、健康に影響が心配されるレベルの数値の方は出ておりませんが、個々の検査結果は
　日々の食生活の状況により異なります。 年１回のホールボディカウンタ検査により内部被ばくの状況を確認しましょう。

●利用方法／原則２週間、Ｄ-シャトルを首にかけて、自分の行動を記録していただきます。
●配布・返却先／保原保健センター（保原町大泉字大地内100）
●申込方法／健康推進課 健康管理係（☎573-0538）へお問い合わせください。

●再検査を希望される方
　　検査結果でセシウムの検出があった場合など、再検査を希望される方は、健康推進課まで、お問い合わせください。

自主的除染に係る東電賠償請求について

検査日時と場所を選んで
ホールボディカウンタ検査を受けましょう！

自主的除染に係る東電賠償請求について

1時間毎の外部被ばく線量を測定できます1時間毎の外部被ばく線量を測定できます

●東京電力（株）福島原子力補償相談室           フリーダイヤル☎0120-926-404 （受付時間／９：00～21：00）

　平成２６年９月１８日、東京電力（株）から、個人、法人が実施した自主的除染費用に対する賠償範囲が発表されました。
つきましては、以下の記載事項を参考に、下記のコールセンターに電話して請求書をお取り寄せください。

問 市民生活部 放射能対策課 ☎575-1126

❶対象期間／平成23年3月11日から平成24年9月30日まで
❷対象費目／外部委託費用、物品購入費、証明書類取得費用

高性能積算線量計（Ｄ-シャトル）

検査機関予約・お問合せ先 検査実施時間

月・水・金曜日／18：00まで
火・木曜日／16：00まで※予約なし受検可能（予約者優先）

中野病院 ☎５７３‐０５６１

月～金曜日／16：30まで
土曜日／12：00まで※予約なし受検可能（予約者優先）

梁川病院 ☎５２７‐００１５

※完全予約制。不定期休館日あり。
福島県労働保健センター（福島市） ☎５５４‐５１９５ 月～金曜日／18：00まで

毎月２回土曜日／11：30まで　毎月２回日曜日／14：30まで

※月曜日午前中は休み
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市民生活部 放射能対策課 ☎575-1003問

ヤングアメリカンズ東北ツアー2014 伊達東小学校で開催

ヤングアメリカンズ、子どもたち、そして保護者が
一体となって盛り上がりました

パワフルな歌唱力で会場を魅了する、
ヤングアメリカンズのキャスト

楽しく体を動かし、
子どもたちは充実した表情を見せました

ワークショップで、ショーの見せ場を練習する
ヤングアメリカンズと子どもたち

ショーの中では英語での合唱も披露されました ソロパートを堂々と唄い切る、伊達東小学校の児童

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)

10/14 10/7 9/30 10/14 10/7 9/30測定地点

伊達総合支所 正面駐車場 0.18 0.16 0.17 下小国中央集会所 入口※ 0.32 0.32 0.35

梁川総合支所 正面銅像前 0.15 0.15 0.18 岩代小国郵便局 国道路肩 0.21 0.23 0.23

保原本庁舎 正面駐車場※ 0.21 0.22 0.23 末坂バス停留所 県道路肩 0.41 0.40 0.43

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

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 0.45 0.44 0.49 月舘総合支所 駐車場 0.13 0.14 0.14

富成グリーンタウン タウン内公園 0.35 0.34 0.33 国道399号飯舘村境 国道路肩 0.39 0.37 0.40

富成十区集会所 入口 0.56 0.54 0.57 月舘相葭公民館 県道路肩 0.39 0.39 0.42

霊山総合支所 駐車場 0.21 0.20 0.19 掛田上組集会所 市道路肩 0.30 0.31 0.31

霊山パーキング 駐車場中央※ 0.28 0.27 0.29 掛田日向前団地 集会所前 0.28 0.26 0.27

坂ノ上集会所 入口 0.37 0.36 0.36 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 1.19 1.21 1.12

八木平バス停留所 回転場中央 0.25 0.27 0.27 大柳字栃窪 市道路肩 0.35 0.37 0.34

小国ふれあいセンター 駐車場※ 0.26 0.26 0.27

　9月16日（火）・17日（水）にかけて、伊達東小学校で「ヤングアメリカンズ東北ツアー2014」が開催されました。 同小学校
の4・5・6年生約90名が、ヤングアメリカンズのキャストと交流しながらワークショップに取組んだのち、パワフルな歌やダン
スのステージを作り上げました。
　ヤングアメリカンズとは、若者の素晴らしさを音楽を通じて社会に伝えようと設立された非営利活動団体で、アメリカを本
拠地に音楽公演と教育活動を世界中で展開しています。 東日本大震災後は、被災した子どもたちのために「ヤングアメリカ
ンズ東北プロジェクト」が企画され、被災3県を巡るツアーが毎年開催されています。 市内でも、昨年に続き今年は5校で実
施されました。
　伊達東小学校では、35名のキャストが子どもたちに英語で歌とダンスを教えました。 子どもたちは明るいキャストの対応
に打ち解けた様子で、プログラムの最終日には保護者が見守る中、一生懸命覚えた歌やダンスを披露しました。 キャストの
迫力あるパフォーマンスと、子どもたちの笑顔が一つになり、会場は盛大な拍手で包まれました。


