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2012 年も残り 2 ヶ月を切ってしまいました。地球温暖化の影響でしょうか、｢秋｣がたいへん

短いように感じますが、皆様はいかがお過ごしですか？ 

 昨年の大震災から 1 年半が経過し、9 月 30 日（日）礼拝後に、｢被災地を訪れて｣と題して、社

会委員会の学習会を行いました。 

 実際に被災地を訪れる貴重な経験をなさったＡ.Ｔ姉（青年会所属）とＮ.Ｎ兄（壮年会所属）

よりお話をうかがいました。当日は、Ｎ兄の妹さんのＭ.Ｉさん親子（福島在住）が出席され、被

災地に住んでおられる立場からの思いを私たちに語って下さいました。筆舌に尽くし難いその思

いをひしひしと感じることが出来ました。それは、被災地の方々を代表して私たちに伝えてくだ

さったメッセージとして、強く私たちの心に迫るものがありました。聞いた私たちは、その言葉

を重く受け止め、これからの生き方に反映していく責任があるのではないでしょうか。 

参加者は 44 名（男性 16 名、女性 28 名）でした。参加者の皆様、ありがとうございました。    

                                  （社会委員長：Ｙ.Ｍ） 
 

 

   被 災 地 を訪 ねて 
       

～～ ボランティアツアーに参加して ～～ 

                                              Ａ.Ｔ 
                                    
私は、今からちょうど 1 年ほど前の 9 月 18

日、千葉県のなのはな交通バスが主催するボラ

ンティアバスツアーに参加しました。 
 

◆ツアー参加までの経緯 

3 月 11 日の震災後、バスツアーに参加するま

でに、募金をはじめ何かできることはないかと

思い、まずは日用品が足りていないということ

で、日用品の郵送を考えました。 
・知り合いにまだ募金、物資が末端まで届いて

いない福島のいわき市に 3月末にトラックで物

資を届けるという人がいたので、トイレットペ

ーパー等、日用品をゆうパックで送付し、委託。 
 次に、夏になると、物資が足りてきたため、

他のボランティアを探しました。 

・被災地で津波に流された写真を東京で洗浄・

整理等して手かがりになることを書いて送り返

すボランティアに参加。 
そして震災後半年たった頃、テレビで見るだ

けではなく、やはり一度は実際自分で現地に行

って、被災地を見てみたいという思いがあり、

ボランティアツアーを探しました。 
ただ、平日に休みを取って参加するのは難し

く、ボランティア初心者であったため、3 連休

の 1 日目深夜に東京駅を出発し、翌日 1 日ボラ

ンティア活動をして、またその日の夜遅く東京

駅に帰ってくるというツアーを見つけて申し込

みました。活動場所は宮城か岩手の範囲で、活

動内容も必要に応じて当日決まるというもので

す。 

社 会 委 員 会 通 信          

   № 44         2012.11.4�� � � ��

発行：横浜港南台教会 社会委員会 

〒234-0054 

横浜市港南区港南台7-8-29 

Tel：045-833-5323 Fax：045-833-6616 

 



 

2 

◆ボランティア活動の準備について 
活動は 1 日でしたが、事前に準備が必要でし

た。 
・地域の社会福祉協議会がやっているボランテ

ィア保険(天災型)に加入。 
・帽子、軍手(汗を吸収するため)に台所用より

厚手のゴム手袋、汚れてもいい服、分厚いス

ポーツ靴下にゴム長靴、防塵メガネ、使い捨

て防塵マスクという装備の準備。 
・トイレ、飲料水に不自由するということで水

の準備 
 
◆ツアーの状況 
大型バス２台でほぼいっぱいになるほどの参

加人数で、男性女性問わず、年齢も大学生くら

いの人から40～50代くらいと思われる人まで、

さまざまな人が参加していました。バスの隣の

席には、海外が好きで専門のツアー会社でリビ

アや、バングラデシュに一人でツアーに参加す

るというたくましい 67 歳の女性（今回最年長

と思われる）が 1 人で参加していました。1 人

参加も多く、リピーターもいました。 
1 度パーキングエリアで休憩をとり、朝５時

ころ大きなパーキングエリアに着いて、朝ごは

ん及び着替えのため 1 時間くらい休憩の後、8
時台に今日の作業場所が決まり、作業地に向か

いました。 
 

◆被災地の状況 
作業地に向かう途中、川の河口近くどこまで

海水が来たかを示す跡や、民家が柱以外めちゃ

めちゃにこわれて木のくずになってしまってい

るところを通りました。 
津波の通り道により、すぐ近くでも、ほぼ家

が全滅してしまっている通りと、ほとんど壊れ

ていない通りがあったのが印象的でした。 
また、途中の家の屋根に、瓦がずれているの

かビニールシートとそれを抑える砂袋が乗せら

れている光景をたびたび見ました。 
海の近くは、滞在するとヘドロのにおいが服

についてとれないと聞いていましたが、私が訪

れた場所は、においは感じませんでした。 
 

◆ボランティア活動の内容 
当日の作業場所は、石巻市内の小学校の近く

の田んぼのあとで、広さは横浜港南台教会の敷

地 5 個分くらいありました。 
作業内容は、一度集めたがれきを収集車が来

たときに収集しやすいように、木くず、鉄くず、

不燃ごみ等に分類して、道路の近くに移動させ

る作業でした。 
田んぼの裏は小高い山になっており、山の方

には知識のあるボランティアが入り、外国人の

ボランティアグループも来ていました。 
埃が舞うため、防塵マスク、メガネは作業に

役立ちました。木くずも釘がついていたり、さ

さくれだっていたりするので、軍手とゴム手袋

が必須でした。まだ９月で暑いため、1 時間に

1 度は休憩をとって作業を行いました。 
運ぶのに一番重かったのは、たっぷり湿気を

含んだふとんや毛布、たたみ類でした。がれき

の山からは、他にもおもちゃや食器など、生活

用品の破片が出てきました。 
今回のツアーでは、作業地から道路を隔てた

ところにある仮設住宅の１室を荷物置き場とし

て借りていたため、トイレには不自由しません

でした。 
実際に顔を合わせることはありませんでした

が、洗濯物がすぐ近くに見えるくらい被災者の

方々の生活場所の近くで作業をしたので、写真

撮影など配慮するようにと注意されました。 
 
◆思ったこと 
被災地に関する情報について、インターネッ

トが普及したこともあり、私たちはたくさんの

画像・映像を迅速に、また簡単に見られるよう

になっていることを感じます。 
また、17 年前の阪神大震災の時に比べ、東日

本大震災のケースでは、地域的に広いこと、一

番人口が集中している首都圏に近いこと、イン

ターネットが発達したこともあり、日帰りから

長期まで、さまざまなボランティアツアーが催
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行されているようになったと思います。   
東北に観光に訪れることで貢献、東北の物を

買って貢献など、活動の選択肢の幅も広がって

おり、支援活動に参加しやすい環境になってい

ると思います。 
実際、被災地が広範囲なので、今回活動した

ような、がれきを数メートル移動させるだけの

作業であっても、人手と時間がかかるため、復

興までには息の長いボランティアが必要だと感

じます。 
私たちは、つい日常生活に追われてしまい、

継続して被災地のことを思い、支援することは

なかなか難しいですが、まだまだ復興は終わっ

てないことを覚え、何が自分にできるのか、あ

らためて考えてみることが必要であると強く感

じました。 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

日程 時間 活動内容 食事 

21：00～ 各地出発→＜東北道＞→（車中泊） 
1 日目

24：00 発 ※途中サービスエリアにて休憩 
夕食：× 

宮城県沿岸部被災地ボランティアセン

ター到着 
朝食：× 

～8：30 頃 
※ボランティアリーダーからの活動内

容説明・グループ分け 
昼食：弁当 

9：00～ 夕食：× 

15：00 頃 
各地活動場所にてボランティア活動 

  

16：00～ 仙台七夕温泉（入浴・休憩）   

17：00 頃 ※さっぱりと汗を流して帰ります。   

23：00～   

2 日目

24：30 頃着 
→＜東北道＞→各地到着 

  

＜行 程＞
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～～ 闇に光を ～～  
 

                                                   Ｎ.Ｎ      
 
◆被災状況 
福島に住む甥とともに被災地を訪ねました。

下調べ、段取り、撮影、編集、発表のための映

写はすべて甥がしてくれました。「ついでにお前

が説明もしてくれよ」と頼んだら、「それだけは

伯父さんが自分でしてください」と言われまし

た。 
行ったのは、2012 年 3 月、5 月、9 月の３回

で、すでに被災から 1 年を経ており、瓦礫は片

付けられていました。訪ねたところは福島の放

射線被災地と仙台の知人宅です。 
福島県相馬市の松川浦から仙台へと沿岸を北

上しましたが、住宅は全て破壊され、片付けら

れ、一面に雑草のしげる更地と化しておりまし

た。人気は全くありません。過疎化対策がこれ

からの問題と思います。座礁し、折れてしまっ

た超巨大船バルカー（石炭運搬船）、破壊された

鉄筋コンクリートのポンプ場、根元からへし曲

げられた松の大木、レールをもぎとられてしま

った常磐線等々、津波の凄まじい破壊力を示し

ておりました。70 年の人生で、いずれも初めて

見る光景でした。遺骸発見箇所を示す赤いリボ

ンをつけた竹棒があちこちに見られ、壁を津波

にぶちぬかれた鉄骨構造、基礎からもぎ取られ、

丘の上に運ばれてしまった家屋、グシャグシャ

になった自動車の集積場には、ただただ息を呑

むばかりでした。宮城県山元町の中浜小学校は

校長の機転で２階の屋上に退避し、生徒59 名全

員が助かったところですが、２階の窓は破られ、

高い体育館の天井はもぎ取られていました。同

じく亘理町の荒浜小学校は、地域住民が４階の

屋上まで避難し、ヘリコプターで救出されたと

ころでした。付近には、慰霊碑、励ましの言葉

が記された立て看板と黄色いハンカチの万艦旗

がありました。 
 
◆警戒解除地区 
２回目は、原発から 30km 圏内の侵入禁止が

解除されたところを訪れました。レンタルビデ

オのツタヤが放射線測定器を無料で貸し出して

いたので、それで測定しながら行きました。放

射線量は自動車の中でも車外でも変わりません。

簡単にガラス、鉄板を透過していました。１年

経過した現在の線量は、大分落ちていました。

原発から 30ｋｍ圏外でも爆発当時風下だった福

島市、川俣町、飯舘村は、現在も 0.6とか 1.9 マ

イクロシーベルトを示しました。原発に近づい

ても、風下でなかった南相馬市は、0.1マイクロ

シーベルトと低い値を示しました。さらに原発

から 11ｋｍの浪江町に入ると、6.0 に上がりま

した。ここでは瓦礫の撤去は終わっていません。

地盤沈下と排水ポンプ場の破壊で、宅地が水面

下となっていました。消防自動車の残骸がいく

つもありました。警告に行った消防団員の多く

が津波に巻き込まれてしまっております。津波

の被害のない小高地区では、倒壊した土蔵があ

りました。ここは線量が高く、入ることができ

ても、住むことは禁止され、片付けられていま

せん。 
 
◆Ａさんのこと 
仙台のＡさんを訪ねました。25 年前、仕事で

仙台に 1 年３ヶ月ほど出向していた頃、地元の

教会の祈祷会で知り合った婦人です。その後、

私は東京の本社勤務に戻り、Ａさんとはクリス

マスカードをやりとりしていました。Ａさんは

次のように語られました。 
「地震によって停電となり、テレビを観れず、

近くまで津波が迫っていることを知りませんで

した。幸い幹線道路が津波を食い止めたので、

家は浸水をまぬかれましたが、近所の家は皆床

上浸水しておりました。周囲の人たちは皆避難

してしまい、私一人が家に残っておりました。

勤め先の息子は、私がとっくに避難したと思い

避難所を探しまわっていたのです。幸い水道は

使え、ガスはプロパンだったので、冷蔵庫に残

されたものでなんとか食いつないでおりました。  
その後、息子は被災者へのボランティア活動に
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奔走し、嫁は亡くなった父親の会社の社長職を

引き継ぎ、家のことにかまっておれませんでし

た。私は老後を心配した息子に引き取られたは

ずなのに、家のことを任され、疲れ果てました」。 
25 年ぶりの再会でした。お互いに顔は忘れて

いました。Ａさんは突然訪れた私の手をいつま

でも握っていました。不安と孤独の中で必死に

生きてこられたのでしょう。 
２回目にＡさんをお訪ねした時、息子さんの

ことを述べられました。 
「息子は今、癌を患い、放射線の治療を受け

ています。けれども、あと４カ月の命かもしれ

ないと宣告されました。クリスチャンである彼

は、余命を人のために捧げたいと思ったのでし

ょう、震災ボランティア活動に励み、１週間、

10 日間と出かけたまま戻ってきません。安静に

していれば治るかもしれない病も、これでは悪

化してしまうのではないかと、私は気が気では

ありませんが、何も言うことはできません。嫁

は耐えられないのでしょう、しばしば彼を激し

く非難しております。しかし息子はその生き方

を変えようとしません」。 
 
Ａさんは地震で棚から落ちたものを片付けて

いました。そしたら、一通の手紙が床に落ちて

いたそうです。それは、いままで捜しても見つ

からなかった手紙でした。雨宮慧神父からの礼

状でした。そこにはイザヤ書 46 章４節の言葉が

記されていました。このような状態の中で聖書

の言葉の持つ力に改めて感動されたそうです。 
 
わたしはあなたが年老いるまで 
白髪となるまで 
あなたがたを持ち運ぶ。 

 わたしは造ったゆえ、必ず負い 
持ち運び、かつ救う。 

 
◆土着ということ 
原発から 11ｋｍの浪江町に入った時、「希望の

牧場」がありました。そこで牛の牧場主、吉沢

正巳氏に会いました。牧場の入り口には「希望

の牛を生かして！」「殺処分、餓死はやめよ！」

というアピールが掲げられていました。 
吉沢氏は「県では牛 1,000 頭を殺処分した。

自分は殺すに忍びなく、今 300 頭を世話してい

る。これらの牛はセシウム汚染されているから

育てても意味ないが」と言われました。吉沢氏

は、当初からこの地では数少ない「原発建設反

対派」で、その運動を続けてこられたそうです。 
「今回の事故では、自分が最初に東京に出て

抗議をした」とおっしゃいました。ネットで調

べたら、彼は東京農大で自治会長をされており、

抗議活動においては、すでに著名人でありまし

た。彼は牧場にセシウムの除去も期待でき、同

時にそれがエタノール（自動車の燃料）の原料

となる植物を育てることを模索していました。

この言葉に、私は都市生活者と農業、牧畜に生

きる人との違いを実感しました。 
福島の放射線被災地の人々は表土をはがし、

側溝の泥を除去し、草を刈り、木の枝を下ろし、

果樹の樹皮をはがし、なんとか放射線除染をし、

土地をなんとか再生しようと苦闘しています。

ここに居残り、ここに生きる道を模索していま

す。 
私たち都市生活者は、土地が汚染されたなら

「さっさとそこを去ったらいいではないか」と

思います。しかし、山村に定着する人々は、土

地、山林、畑とともに生きています。そこで先

祖代々の伝統、生活様式を継承し、墓を守り、

祭りを行い、コミュニティーを形成して生きて

います。彼らにとって、土地からはがされるこ

とは、自分たちのアイデンティティー（独自性）

を引っ剥がされることであり、自分が自分でな

くなってしまうことです。今回、横浜港南台教

会は被災地に多額の支援金を送りました。それ

は大きな助けになるでしょう。しかし、それだ

けでなく「土着」する者の思いを私たちが理解

し、共感することが必要ではないかと思いまし

た。このことを伝えなければならないと思い、

今回報告することを引き受けました。 
 
◆パラダイムの転換 

「パラダイム」という言葉は元来「範例」と

訳されていました。しかし、現代用語では広範
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囲な意味を持たせております。それは「ある時

代における物の考え方、見方や捉え方」、またそ

こからくる「政治、社会、経済、科学の仕組み、

構造を表すことば」として使われています。 
「原発の問題」は単に「エネルギー政策の転換」

だけにとどまらず、「現代社会のパラダイムの転

換」が迫られている、と言われています。具体

的にはどういうことでしょうか？ 
先日、郷里の弟の嫁さんから「お母さんの遺

品を処分したいから、必要なものは持っていっ

て」と言われました。それで物置をのぞいたら、

大きなコンポ、（ラジオやＣＤやテープを聞く装

置）がありました。それを見て「あー、これが

現代のパラダイムだ」と思い当たりました。コ

ンポが故障した。修理代は高いから、また新し

い物を買う。これが壊れたら、修理しないでま

た買う。このようにして次々にゴミを増やして

いく。自動車もそう。着物もそう、テレビもそ

う。次々にごみを作っていく。大量生産、大量

消費の時代、いくら資源があっても、いくらエ

ネルギーがあっても足りない。作ったものを大

切につかい、故障したら修理するということを

止めてしまっている。 
これは「現代のパラダイム」の一例であって、

実際はもっともっといろいろあるのでしょう。

そして、それが巨大な組織、巨額のシステムの

中に組み込まれて、手がつけられない状態にな

っている。けれども、それをそのままにしてお

いたなら、地球環境の破壊、生物の滅亡へと進

んでいく。そのことを今回の原発事故は警告し

ているのではないでしょうか。 
 
◆人間は素晴らしい 
被災地の悲惨な状況の中でいろいろな人に逢

っているうちに、意外なことに、「人間ってなん

て素晴らしいんだろう！」と感じるようになり

ました。人は破局に直面すると、その人の芯に

あるものが外に現れてくるのではないでしょう

か。Ａさんの息子さんは「あと 4 カ月の命」と

宣告され、自分の体をいたわらずに他人のため

に夢中で働いておられました。 
また、中沢牧場を訪ねたときのことです、こ

んなことがありました。薄暗い牛舎の中、牛の

糞と尿と泥がこねくり回された土間、立ち込め

る臭気、モーモーと鳴く牛たちの声、その中で

一人の乙女が働いていました。通り過ぎた私た

ちに気づき、彼女は振り返り、微笑みました。

その色白の丸顔を見た瞬間、私は暗黒の中に光

り輝く天使を見る想いがしました。 
放射線量がまだ比較的高く、皆逃げていく所

で彼女は働いている。若い身、これから母親に

なる身、こんなところにいてはいけないよ！ 皆
逃げているよ！ 相手はもう役に立たない牛で

はないか・・・！ 
それなのに、ここにあえて飛び込み、泥んこ

になって牛の世話をしている。その顔は喜びに

輝いている。彼女は「牛」が可愛くて仕方がな

いのでしょう。そのとき『夜と霧』のフランク

ルの言葉を思い出しました。彼はアウシュビッ

ツから生き延びた数少ないユダヤ人の哲学者で

す。そこでの経験から記した言葉です。 
 
人間は運命に打ちひしがれるだけの存在では

ない、悲しみは忘れるものでもなく、乗り越え

るものでもない、ということを知った。そして

それは笑いとも共存しているのだ。 
 
◆闇に光を 
今回、Ａ.Ｔさんが単独で現地に行かれたこと

に、私は横浜港南台教会に希望を見る思いがし

ます。 
今から 50 年ほど前、『回転木馬』というミュ

ージカルの映画がありました。その中に“You’ll 
never walk alone”（あなたは一人ぼっちで歩い

ているのではない）という歌があります。 
 
When you walk through a storm／Keep your 
chin up high,／And don’t be afraid of the 
dark.／At the end of the storm is a golden sky
／And the sweet silver song of the lark／
Walk on through the wind,／Walk on through 
the rain,／Though your dream be tossed and 
blown,／Walk on, walk on, with hope in your 
heart,／And you’ll never walk alone,／You’ll  
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never walk alone! 
 
あなたが嵐をついて歩む時／あなたの顎を引き

上げ／闇を恐れることを止めなさい／嵐の終わ

りには金色の空／そして銀色の雲雀のさえずり

／風に向かって歩め／雨をついて歩め／たとえ

あなたの夢が蹴散らされ吹き飛ばされても／歩

み続けよ、歩み続けよ、心に希望を抱いて／あ

なたは決して一人ぼっちではないのだから／あ

なたは決して一人ぼっちではないのだから。 
 
若者には、ぜひ現地に行ってもらいたい。そ

こで「闇の中に光」「絶望の中に希望」を見出す

ことを学んでいただきたいと思います。

 
 

原 発 さえ無 かったら 
 

福島市在住 Ｍ.Ｉ 
 

はじめに、先日の横浜港南台教会社会委員会学習会では大変お世話になりました。他県から来

たおよそ信心の薄い私のような部外者でも暖かく迎えて下さった皆様の優しさに感激しました。

牧師の秋吉先生、学習会を主催された社会委員会の方々、ならびに横浜港南台教会の皆様に深く

感謝致します。また、今回こうして文章を書く機会を与えて下さいました O 様にお礼申し上げま

す。 

 

福島第一原発の事故の後、放射能は 60ｋｍ離れた福島市の私の地元にも降りかかって来まし

た。事故直後、原発の専門家がラジオで安全だから落ち着くようにと繰り返し放送していました。

それを聞いて、私は自転車で屋外を水や食料の調達に走り回っていました。しかしその後、しだ

いに放射性物質の拡散の実態が明らかになり、以前は当たり前のようにあった土、水、空気、植

物などの物や風景が信用できない物となってしまいました。原発事故から一年半が過ぎた今でも、

あらゆる日常活動の障害となっています。 

 

最近は放射能を心配する事に疲れ果て、諦めムードが広がり、放射能汚染の事を考えるのをあ

えて避ける風潮が広がっているように感じます。今年の六月に福島市議会で大飯原発の再稼働に

反対する決議案が出たのですが、意見が割れて結局僅差で否決されました。原発事故の影響は津

波の直接的な惨劇とは異なり、目に見えないため実感がわきませんが、台風や余震が来るたび、

事故処理中の原子炉でまた何か起こるのではとハラハラしています。 

 

原発事故後、政府は今後事故が起きた場合の避難区域の想定を従来の 20km から 30km へと

拡大しました。でも、実際には放射能はその距離をはるかに越えて飛んできます。今回の原発事

故では、多くの人々が避難指示区域の指定を受け、自宅に住めなくなり、現在も帰れる見通しが

立っていません。狭い仮設住宅での生活が続き、孤立死、地域社会の消滅、家族の離散などが起

きています。 

 

子連れなどの若い家庭では、県外に避難する人と地元に留まる人の間で、友人との別れや近隣

の分断などの問題を抱えています。目に見えない放射線の影響が子供の将来にどう現れるかは誰

にもわかりません。避難する必要は無い、いやすぐ避難するべきだ、などの情報が錯綜する中、

子供の健康を守ろうとする若い親のストレスは大きいと思います。福島に留まった若い家庭では、

子供の被曝を恐れて子供の外遊びを控え、辛い話が多くなりました。被曝そのものの影響だけで
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社会委員会からのお知らせ 
★寿町支援と海員宣教支援のための物品を下記の期間に受け付けます。皆様のご理解と 
 ご協力をお願いいたします。 

   12 月２日（日）～12 月 16 日（日） 
★社会委員会の学習会で取り上げてほしいテーマがありましたら､社会委員までお知ら

せ下さい。 

なく、被曝に対する恐怖やストレスなどの心理的な影響も、子育てにおいて今後深刻な問題にな

るのではと心配です。 

 

町村単位で避難指示が出た地域では、家、田畑、菩提寺などをそっくり残したまま集団で仮設

住宅に移りました。高齢者は心の拠り所を失い、伝統文化の将来の担い手だった若者の多くは、

全国各地へ分散していきました。 

 

原発から比較的遠く離れた地域でも、線量がまだら状に高くなる、いわゆるホットスポットが

発生した地区があり、隣同士の家でも線量の測定結果が異なり、片方にだけ避難指示が出るなど、

小さな村の中で虫食い状に集落の解体が起きています。 

 

福島の農家は昨年、多くの所で作物の出荷ができませんでした。農村から収穫の喜びが消え、

回復の見通しも立たず、離農が相次いでいます。大規模な除染をするなどして農業を再開した農

家でも、安全性を確保するために作物の全袋検査などの大きな労力とコストが必要になりました。

また、苦労して作物を収穫しても、福島で取れた農作物はどこへ行っても敬遠され、農家は疲れ

果てています。農家が廃れると、美しかった故郷の風景もいずれは荒廃してしまうのではと思い

ます。 

 

原発から放出された放射能は、雨や雪にまじり、広範囲に降り注ぎました。除染が行われ、畑

は土を天地返しにし、グランドは表土を削り取り、公園は芝を剥ぎ、住宅地の周囲の樹木は伐採

されました。さらに山地や森林も除染すべきとの声もありますが、それには山を丸坊主にしなけ

ればならず、現実的には不可能です。シイタケなどの菌類は放射性セシウムを蓄積しやすいため、

収穫ができなくなりました。腐葉土に落ちたセシウムは樹木に吸収され、秋になると再び落ち葉

となって地表に戻り、長期にわたって森の中でセシウムの循環と停留が起きてしまいます。本来

生物の宝庫であった森は、皮肉にもセシウムの貯蔵庫という厄介者になってしまいました。 

 

新聞の記事によると、海外では現在も百基以上の原発の建設が予定されているそうです。原発

エネルギーに頼る事はもうやめて、再生可能な自然エネルギーで電力をまかなえるような新たな

仕組みを国内のみならず海外へも示していく事が、これからの日本がすべき事なのではないかと

思います。 

 

福島の県民が現在体験している苦悩は、福島で最後になるようにしたい。これと同じ苦悩を将

来他県の方々が体験するような事があってはならない。そのためにも現在起きている事をしっか

りと記憶し、多くの方々に伝えていきたいと思っています。 

  
 

 

 

 

 

 

 


