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　国・県と共に、当市が取り組んできた放射能対策の現状は、3.11の災害発生から3年3ヶ月が経過し、客観的には一定の進捗
と成果を得つつあるところです。
　しかし、市民の皆さんの中には、「まだ安心できない。もっと除染をして欲しい」などの声があります。
　つまり、「安全＝安心」とは、現状、まだなっていないのです。
　今回の災害は、人類が未だかつて経験したことのない災害であったことから、国の避難指示などが後手に回ったことや対策
方針が定まらないことなど、行政の対応に信頼感がもてなかったことは否めません。 学者もまたさまざまな意見を言う人がい
て、誰の言うことを信じていいのか混乱する実態がありました。
　特に、低線量の被ばくが健康にどのように影響があるのかについては確定した見解がないのが現実で、はっきり分かってい
るのは「年間100ミリシーベルト（＝100,000マイクロシーベルト）の被ばくをすると、30年後にガンの発生率が0.5％高まる」と
いうことだけでしたから、行政も試行錯誤、学者の意見もマチマチだったのです。
　しかし、3年の月日は決して短くありません。何の知識も無かった我々でも、この3年の間にいろいろな取り組みにより経験を
積んで、放射能から健康被害を防ぐためには被ばく対策を中心にいろいろの方策も分かって来ました。 外部被ばくに対しては
除染を、内部被ばくに対しては食品検査等を徹底することが必要で、特に外部被ばく対策としての除染は重要であるとの認識
から、鋭意取り組んできたところです。 除染は膨大な作業となりましたが、市民にも「除染を早く実施しなければならない」とい
う考えも広く理解され、各市町村においても実施されているところです。
　その中で、除染は生活圏中心で身近であったためか、本来は被ばく対策のため空間線量を下げる手段であったものが、いつ
の間にか目的化し、線量に関係なく「除染をしてもらってないので安心できない」という声になってしまった面があります。
　これも行政側から、初期の線量が非常に高い時期に屋内退避や一時的避難などの的確な指示がなかったり、学校での外遊び
に対する制限線量について明解でなかったことなどから、行政に対する不信があることを否定できません。
　科学的に示される安全が心の安心に繋がるためには、科学に対する信頼、それを実施する行政等に対する信頼が根底に無け
ればならないことを痛感しています。
　今、必要なのは、人々の心にそうした信頼を取り戻す「心の除染」と言うべきものなのではないでしょうか。

除染作業員へ、
感謝と応援の張り子人形をプレゼント

だて
復興・再生
最前線

　市内での除染作業を行っている関係業者に、感謝と応援の気持ち

を伝えるため、保原高校美術部員は6月17日に伊達市除染支援事業
協同組合を訪れ、同校のマスコットキャラクターである「ささりん」の

張り子人形を贈りました。 同部が行っている「がれきに花を咲かせ
ようプロジェクト」の一環で、人形はすべて部員による手作りです。 
部員の安藤ゆりかさんと渡辺舞乃さんは「和んでもらえたら嬉しい」

と話します。 受け取った同協同組合の利根川靖典理事長は「若い人
のためにも、ますます頑張りたい」と顔を綻ばせました。

伊達市長 仁志田 昇司

左から保原高校美術部員、同部顧問の番匠教諭、
伊達市除染支援事業協同組合 利根川理事長、同組合 髙城専務。

安心 ＝ 安全 ＋ 信頼安心 ＝ 安全 ＋ 信頼



　元気アップ復興隊（心理士・保健師・フィットアドバイザー）が梁川町五十沢地域の町内会にお伺いし、5月16日に出前
講座を実施しました。 講話を聞いたり、ラフターヨガなどをして、ストレス解消法を学びました。

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153
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「笑い」で免疫力がアップ!!
～元気アップ復興隊の「お茶のみ会」～

13：30～ 健康相談（問診と血圧測定）

14：00～ ミニ講話「ストレスとは」
 リラクセーション体験（ストレス軽減の体験）

14：30～ お茶飲みながら
 ストレス解消をうまくしていくコツの話

15：00～ ラフターヨガ（笑いで免疫力アップ）

15：30 終了 

時 間 内 容

●実施の内容

　ラフターヨガでは、「笑う」行動をとることが、心身に良い代謝アップ！ 血液循環良好！ 
健康回復！ につながることを学び、笑いの体験をしました。
　また、講座終了後のアンケートでは参加者の8割が「話せてよかった」・「楽しかった」と
の回答があり、普段のストレスについて考えるきっかけとなりました。

参加者の声

生活していく中で、
ストレスはすべての人に
かかるものなんだとわかった。

また講座を申し込みます。
みんなに元気を
つけてほしい。

◎希望される団体（町内会・サロン・サークルなど）は、健康推進課までお問い合わせください。

●「お茶のみ会」健康相談・ミニ講話

●個別相談と家庭訪問

●地域コミュニケーション交流会

地域へ
お伺いします

●幼児健診時にストレス相談

●お父さん･お母さんのストレス相談

●ふれあい親子遊び

子育ての
応援をします

●お帰りなさい訪問

●お遊び･おしゃべり場

●個別相談･家庭訪問・出前ミニ講座

自主避難帰還者の
応援をします

「元気アップ復興隊」は健康な暮らしを応援します!「元気アップ復興隊」は健康な暮らしを応援します!

ストレスって
なんだかわからなかったが、
参加してみて、理解できた。

リラクセーションでは
肩の力を抜くことが
体験できよかった。



問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153
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伊達放射能健康相談窓口伊達放射能健康相談窓口

7月 1日（火）

実施日 時 間 場所・連絡先

保原保健センター ☎575-11537月 8日（火）

出張相談も行っています

◉予約制となります

7月15日（火）

7月22日（火）

7月29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

問 健康福祉部 健康推進課 ☎575-1153

7月 2日（水）

実施日 時 間 内 容

9：30～
11：30

◎対象／自主避難先から戻られた親もしくは親子
◎内容／親子および母親のリラックス遊び・おしゃべりタイム
◎スタッフ／臨床心理士、保育士、保健師
◎場所／保原保健センター
◉健康推進課まで、お問い合わせの上、参加ください。

　元気アップ復興隊が毎月開催している「お遊び･おしゃべり場」は、避難先から戻られた親子達が、リラックス親子遊び
などで、癒しの時間を過ごしたり、情報交換をしたり、おしゃべりを楽しむ場として利用されています。
　参加した方からは、「気持ちが軽くなった。ほっとした。」との感想も挙げられており、元気アップ復興隊では、引き続
き、元気に育児ができるよう応援していきます。

「親子遊び」で元気に育児
～元気アップ復興隊の「お遊び・おしゃべり場」～

　子どもを持つ家族（両親･祖父母など）を対象に、免疫力について正しく理解し、元気づくりに役立てていただけるよ
うに、ミニ講話を開催します。 ぜひ参加ください。

免疫力アップを学んでみましょう!

●次回の開催

　放射線･放射能の不安など、どんな相談でも
ＯＫです。 お話してみませんか。

（月１回）

8月 5日（火）

実施日 時 間 内 容

13：30～
15：30

◎対象／子どもを持つ家族（両親･祖父母など）
◎内容／～心と体の元気の秘訣～ 免疫力アップのミニ講話

◎講師／㈶ルイ・パストゥール医学研究センターインターフェロン・生体防御研究室長　
　　　　理学博士 宇野 賀津子さん
◎場所／保原中央交流館 1階和室
◉健康推進課に、7月25日（金）まで申し込みの上、参加ください。

●開催日

★お楽しみプチイベントやお子さん対象の楽しい内容も予定しています。

※お子さんと参加される方は申し込みの際にお伝えください。
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市民生活部 放射能対策課 ☎575-1003問

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

東京藝大生と市内中学生の第3回合同演奏会を開催

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)

東京藝大生と市内中学生による合同演奏のステージ。 中学1年生の吹奏楽部員と市内合唱団による熱唱も加わりました。

測定地点 6/16 6/9 5/26 5/266/16 6/9測定地点

伊達総合支所 正面駐車場 0.20 0.18 0.21 下小国中央集会所 入口※ 0.35 0.34 0.36

梁川総合支所 正面銅像前 0.17 0.17 0.17 岩代小国郵便局 国道路肩 0.26 0.28 0.25

保原本庁舎 正面駐車場※ 0.24 0.24 0.25 末坂バス停留所 県道路肩 0.43 0.41 0.47

富成郵便局 県道路肩 0.22 0.21 0.23 大木バス停留所 県道路肩 0.21 0.17 0.23

富成沼田地区石名坂 屯所入口県道路肩 0.52 0.49 0.54 月舘総合支所 駐車場 0.16 0.16 0.17

富成グリーンタウン タウン内公園 0.36 0.33 0.37 国道399号飯舘村境 国道路肩 0.50 0.45 0.57

富成十区集会所 入口 0.63 0.58 0.64 月舘相葭公民館 県道路肩 0.56 0.54 0.58

霊山総合支所 駐車場 0.22 0.20 0.23 掛田上組集会所 市道路肩 0.34 0.35 0.36

霊山パーキング 駐車場中央※ 0.30 0.29 0.30 掛田日向前団地 集会所前 0.29 0.30 0.30

坂ノ上集会所 入口 0.40 0.39 0.41 県道臼石月舘線飯舘村境 県道路肩 1.37 1.32 1.51

八木平バス停留所 回転場中央 0.28 0.28 0.29 大柳字栃窪 市道路肩 0.41 0.38 0.43

小国ふれあいセンター 駐車場※ 0.29 0.29 0.29

　市内6校の中学校吹奏楽部の生徒が、東京藝大生から直接演奏技術などの指導を受ける「吹奏楽きらめき事業」の一
環として、第3回合同演奏会が5月25日に保原体育館で開催されました。
　友情出演として、伊達小学校と保原高校の吹奏楽部、梁川交響吹奏楽団の演奏が披露されたあと、伊達ジュニアウィ
ンドオーケストラのステージ、古屋圭司防災担当大臣によるクラリネットの特別演奏、東京藝大ウィンドオーケストラの
ステージと続きました。 藝大生によるステージでは、サクソフォン奏者の須川展也氏の演奏も加わり、会場からは手拍
子がわき起こりました。
　そして、集大成として藝大生と中学生による合同ステージでは、「道 希望へ」と「花は咲く」の演奏を披露、演奏に参加
できなかった中学1年生の部員と市内合唱団による熱唱も加わりました。 アンコールとして「ふるさと」も演奏され、観
客も合唱に加わり会場が一体となってステージが終了しました。
　本演奏会は、音楽を通して子どもたちに夢と希望をもってもらうことを目的としています。 最後に、福島県吹奏楽連盟
県北支部顧問の清野茂徳桃陵中学校長は「音楽は心の除染になる。 音楽で心も幸せになってほしい。」と挨拶しました。


