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チビいl；t内紳薇ヰさせ乍、、r；山こけ！

手放後の3月目白、々生労働省は・水道水の放射績（ヨウ驚日日）基準傭

野菜に閻しては、UHOけ、r餓死電痘けろr；拙＝腎息時に食べざる電碍9、、非

憩．とし7、7000べ7レ′レ圭で容砲しています町甥在の田本の暫定基準値で
ウ昔日目について、2000べ7レ′レlT容鴇していiす○

も驚くようヴ白本の甘定基準確り＿

値盲如，た上で、チビもr；号が寧白飲食するも町、rう考えrこい、いて㌧ようい？

「世帯もお粥くら皐の基準鴫か○朗ル匂，e那
こんなにゆるい日本の暫定基準値

す仰伽適職
アメリカの法令基準
ドイツガス水源協会

ウクライナ（セシウム137）

WHO基準（ヨウ素131）

WHO基準（セシウム137）

ベラルーシ

国標注原発の排水基準値
ヨウ素131

セシウムは1

日寒の暫定婁窄櫨ほし児）

日東の暫定基準値
セシウム（C㌻ほ7）

ヨウ素（卜1引）

Y†もげ如獅傭
ベラルーシ（子供）

ウクライナ（野菜）セシウム137
ベラルーシ（野菜）

コーデックス（Sr90Rul伐．1131刃は透の合計）

アメリカの法令基準
これまでの日本の輸入品規制値

日吉の暫定菩運値（野菜）セシウム137

日：軍の暫定茎こ華値（野某）ヨウ素131
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20m Bコル長

●軋t知，1与氏触t中りきし事う．　　　1）コーデックス．CODEX、FAOとWHO共同の合同景品親指垂鼻会

i月～8白、市民団体（美浜・六億・鳥浜原発に反対する大飯の合守r）との■交渉
にお、、て々骨省け、甘定基準の食品と水の横取竹ナT、1年間に†7ミリシーベルト
の彼唾に乍らと隠れiした。

（放射性ヨウ舌でZmSv、放射性セシウムで5mSv、ウランで5mSv、プルトニウム吉含む

7／レフ丁核種でSmSvの令姉77mSv）

年間許容線雷l鵬∨のIT借もの彼曜雷と与り‡す。
洩常、食品いちせける放射線雷は年間0．3MSv程度（UNSC甜R2000年報昔）○

暫定横利価再、巧の50借以上の披ヰ吉　rこらしてしま、、i寸。

国の暫定基準内のものでも，ても、放射性物嘗盲含んだ飲食物音積り続けると、
手rいこての体は、rう乍るでしょう小？

内部破囁し続けるのでけ甘いでしょうい？
世界レ繁りりヴ暫定基準価の圭‡てい、、のでLIう小？
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uHO基準の川櫓持引き上げ蓋しr三〇



放射能汚染されrこ食物の‡任は、大人にあり・チビいこけありません。

未来千のものである手rいこて看破曜させる二とはできません。

チrいこてには、乍るペく香合甘もの盲食べさせrこいと・Uわ、ら掛、ます。

rぅLrこち、チビいこて盲守れ亀の甲、大人として一軒＝考えませんい？

これで零全ですか？給食大丈夫ですか？

アれl柳法令黍準　0111

ドイツガス水運協鰯　叩5

ウクライナ（セシウム137〉12
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京都市内でlす、お母さんr；押、F学校給食の審合烏「いての質問書』盲、京都市
長さん、教育長さん宛てに提出されました。
うん与如きの中て・、議会でも学校給食の李全についてか取り上げられ学校給食の

食材の安全性に1、、て確認して行く方向に動き他山ようとしています。

まrこ、長野県松本市で一書、菅谷市長さんが、「内部被曜0給食」盲目楕して頑張っ
て下さっていよす。

六千写大き乍愛盲感じi寸。
菅谷市長さんは、チェ′レノナィり鹿骨■故で大き封肢害竜骨けrこべ′レうーシTヶ年臥

甲状晩がんの治療盲中心に医療支動＝積hr二線腺いち、
r掛二手rもや墟鹿蹄書、放射性物質が掛出されrこ野菜や牛乳け横取！ひいえろ

ように．とおっしゎって、、ます。

手rも†二号の学枚給食いち、放射性物質盲徹底的に楕徐しようと取り組んでくだ
きっています。

Fチビもr；雪盲守リrこいgd

今、一人でもチくの大人が繁が，て如くことで、斬い、未来がやってくると借Urこい

です。



東郷・放射能がhチせけ入れ処理について

環境省が京都府内の市町村に東日本犬雷箕の災害ごみ処理吉村珍しrこところ、
未郡市、舞鶴市、I同市、伊根町、船井郡鮪生管理組合（南丹市）が昏け入れろ患向吉
元していろこと句で4月日日、分いtJiLr；。

年相計5万粥00トン電地元嬢却施頭で免理する方針です○

ただ、放射能の凰辞被害竜懸念し、決…、ねていも自治体も百立てます。

やす入れ竜決hr二日目以降、反対する官話やメー／押市に殺到しまLr；。

私自身も7月lBに、京都市の櫻穣政策局庵餞管理課に取材と、お噸、、盲してチました。

末郡市の環積載第局の答えは、

・放射能わでれさけ素敵＝来ろ予定は今のところ甘いです

・がホさの分別方法も、踵棚方強も、放射能の測定方法も決まってい甘いです

・実際来ろ皐に亨，ても、賓全盲確抱して市民の理解音符ていちに乍らと思います

との皐でした。

もし来ろ皐に写れれ一気に作業電温めろ為に、
手機で無差帥こ荷台に頼んで動けを皐になる気がしま寸。

乍甘みに、多分ナン7●与rTのi動般方譲に亨ものでけ甘い小との回答でした。

干してもしIう乍ら、荷台盲ぐるり繰雷計で計るようツ患い＝乍ら小もしれ甘いとの回答でした。

IL甘峻味乍測定方法で、基準値盲守れるの小、大チッ不幸盲柏えます。

IL7、二の基準催t書、lた上げられようとしていi寸。

基準イ如上でrニいち、この数億までけ味♪と決定寸的、もしれ‡せん。

世界中ら見和久驚愕の数値なのに、何電もって大丈夫与の勺、、
巧のユニー79わ掛こ、怒り電洩り為して笑いが込ふ上げました。ほんとびっくりです。

乍甘みに頬卸されても、放射性物書け甘くワリiせん。

蛙と某に、大気に放射性勅書電方々に重さ乍らしま寸。

目の前に広がる輯雇ケ書きでも、おいしい空気でも、放射性物かTIこけ紬与のです。

肺ガンl＝甘与の盲恐れ深ヰ噴するのも、ためらわ乍けれナ乍ら守い時代が来るので寸。

Iして、大気の放射性物質　付着　せた雨は、大地に降り注がれi寸。

櫻しい昔が寸も恵みの南でも、I＿の一粒一触こ放射性物質がついてい亀甲です○



予の雨は、大地l；拝り注ぎ、汚染され畑の作物手放射能まみれ＝ウリます。

作物；よって、放射能の嘲頻率は洩ヽ1すわヾ、
お母さんが一U電込めて作っrて美味い、ご飯Tt′、

全て放射能が含まれるものにツ　時代が来るので寸。

千れ盲かわ＼、、、子供r；て句で、大切甘安蘇が、美味い、と言，て食べるのです。

Iして、体は放射能で足し羊のように汚染されていくのです。

ところで、チェ／レノゲイリの、半経30キロ塵内は、

～5年間Iのままの横線で放正されて強利移櫨の措置盲と，ています。

（号甘みにチェ／レノゲイリTは年間5ミリ加で強削地軸、
福島ではZOミリか（内部礁囁け計算し甘い）まで吉許容）

すぐに雇って曇らせると乳＼、享有でら取り急ぎi鎧難しrこら、

大切ヴ思い出の写真も物も取りlこ行けず、
一生堆い毒手に守ってし蓋う紹黒に乍っているので寸。

モれでも、原発手放碩郭、ら約日0キ叫融和た偲レべ′レ汚染のキエフ市の総合病暖では碩在、
甲状醸句でんTrT苦しむ子横rこてが、次引こ治療盲求めて訪ねてくるのです。

Iして、多くの手偶々で7歳未満で病死、生存率は丁場、奇形の割合は増加しています。

産まれもって、目玉句で碗打出ていrこり、盲が繁が，たヌ文子だっrこり、

雫ん与子供rこてカで産まれている規実盲知って、胸勺で張り裂け雫う†こワリきしrこ。

Tも、Iのす横r二号に対して、政府は原発阜枚わで原画rごとは治めないので、

保馳まされ甘いのです。

蓋如戻りますが、雫のチェルノブイリの原希書放け、日本の未来吉表しているにも関わらで、
碩輿も重んじ、わすれチ処分雲一気に盟主せようとしています。

放射能で汚染された蹄巾で、福島と、雫のihりだけで甘く、鳳吊分け合おうい、って、
ゎヾわき苫東新さけで甘く、全国で勉分していこうという方針が決まると

本当に賓心して曇らせる場所わ叩く与ってしまいiす。

警告しがr二川チrの葛藤吉相え、や，との想いで末軌こ也難しに来ても、
きr；、放射能で汚染されるがもしれ与＼、とわ勺、ったら…

鋸頼仲川血相打、rう思われます0、。

和書、本来乍ら、強制密艶区域を更に広げ、†の方たちの1らし吉保練し、
原動、ら放射能句で出甘いように石棺Lrこり、地下水汚染盲広げ乍いよう、
巨大ヴついrこて吉たてる乍rこれ以上、

汚染地圧電広げ甘いよう㌢対策盲してい小甘け和ぐいけ甘いと思うのです。

Iして、Iの元と与る原発電廃炉l鳥、自然エネルギーにシフトチェンジしていく書が、



鹿骨■秋吉兵学圭骨け止れ令書大切に考えた結果の巷え与のTは与いり、ヒ思うのです。

放射能盲軽く見てはいけ甘いのです。

市会議員の方に放射能がホチ勉分l；ついて、意見が逸るようにするl；け、
rうすれ甘良＼、小相強したら、

『京都市長に言うより、国吉相手に患えし仁か凸、いいもしわ圭せん。

乍でかというと、これいち失、全国各地で放射能がれチ電池理していく小もしわ甘いいちです。

IL7、号れと同時に、手放に通われr二才に対しての支横雲地温に掛ナていく書も
大切与皐だと臥、よす。』tq手でいこ．

明るい日本の未来葛聴，「、内閣府に意見盲メールで出しrこり、
市合議鼻の才にお欄＼、の官話電Lrこり、情報交踊したり、
友塩や要務と話し合っrミリ。。

無肌Uに与っていい与いよう、微力甘句でらでも、何再し続けr；いと思います。

モわにしても、項填政策局の方や、市会鶴員の方に官話するとき、腎張し主した。逢中で官話
言切ろうと息，†；櫨です（昔白の管主か、？筈）

でも、腎張したのけ始めけナT、号かんと対応してもらえrこので、牽心して話せました。

九㌢さんも、福島付すTけ与く、日本の未来のrこれに臥、てみ‡せん小。

今亨ら間に合います。

城暢市の‘ゥ月と4才の手篭も「母よリ



多くの人＝超喀ぎrく笑警い／こんなこ∠カ儀にっています／

★放射能で汚染された汚泥を「肥料」として流通させる！

下水処理場の汚泥の放射線量が高くて処分に困っている、というニュースをご覧になっ

た方も多いと思います〕6月24日、農水省はその放射能汚染汚泥を、1キロあたり2

00ベクレルなら問題ないとして、何と、「肥料」として全国に流通させることを決定

しました。その肥料を使って育てた野菜には、当然ながら放射能が入ります。

しかし、放射能はどんなに微■でも体内に取り込むことは危険なのです。

この国の政府は、国民の健康を害することを何とも患っていないのでしょうか？

もう既に流通は始まっているのかも知れません。全国に放射能汚染を拡大させないよう

にするには、いったいどうすればいいのでしょう？　たとえば‥、

★■水省に、rやめてください。」とおすいする。（よ水省の鳳番号：03－3502－8111）

★国会擁員に知らせて、やめるように羊請してもらう。
・やってみませんか？

政府は、東北の復興のため、国内では売れない被災地の水産加工品をODA（政府開発

援助）の資金を使って買い上げ、開発途上国に供与するそうです。

放射能で汚染され国内では売れない魚を、貧しい人々に食べさせる・・・。

・こんなことをするこの国が恥ずかしい。あなたはどう思いますか？

肇毎妄



高速増殖炉もんじゅについて・・・

6月23日、落下した炉内燃料中継装匿の引き上げ作業が無事終わりました。

もしも失敗すると、どうなるか…、とても恐ろしい予測が出されていて、それを知る人は、

「とにかく失敗しないで…－」と祈るような一日を過ごされたと思います。

長崎の原爆で使われ、耳掻きひと匙分で数百万人の致死量になるという猛毒プルトニウム0

もんじゅの中には、このプルトニウムが燃料として1．4トンも入っています。

また、通常の原子炉とは違い、冷却に水ではなく、ナトリウムを使います。このナトリウ

ムは、水に触れると爆発し、空気に触れると燃え汁け、というとても危険なものです〔

複雑に張り巡らされた配管は強度が弱く、地震が起きるとひとたまりもありません0

もし、大地震が起こるとすべてが終わってしまいます。

もんじゅは、関電ではなく、国の機関である日本原子力研究開発機構が運営しています0

超危険で何の役にもたたないこのもんじゅに、一日あたり5500万円の税金が使われて

います。今だにIkWの発電もしていないのに、すでに1兆円が使われてしまいました。

こんなもの、即刻廃炉にして欲しいところですが、実は、造るだけ造っておいて廃炉にす

る技術を持っていないのです。度を超えたいい加減さ、無責任さに愕然とします。

しかも、「点検して安全を確認し、秋には稼働する1などと言い出しました。

正気の沙汰とはとても思えず、恐怖は募るばかりです。

いったいどうしたらいいのでしょうか日。廃炉の仕方がわかるまで、無意味で危険なこと

はやめて、そっとしておいて欲しい…。

～そのために忍たちにできるアクションこ凝介～

★敦賀市長に稼働中止を申し入れしてもらうよう、恥、払Ⅹ、メールで伝える。

→敦賀ホ　秘書広報課　0770一一22－8100

httpS：／／www▲City．tsuruga．lgjp／sypher／www／contacも／input・］Sp

★もんじゅ、そして若狭湾にある原発が事故を起こせば、たちまちびわ湖が汚染されるこ

とから、関西圏の知事さんにも、思いを伝える。
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悲しい景色打こく　ん見ました。言草に乍ら甘い苦しみにい、っ■す。い出合rrこけわと■、彼災

地こいて思うのけ、今、白桝でこの人rこてヒ某t＝在る有り呵こさl州、リ。お手伝いするりも′

りT来ても、何時も学ぶことl押、りです。

山蝿見習い、まだまだ塘行不足。具体的甘ことのシェアよりも、今白け思い二日のシェ

アイ）でLrこくて‥■

津浪が押し寄せr二時

木に督り、し巾すわ「いて助かっr二三人の子とすら○

酢川、ら、身近与ものけ伺い、も消えr二。

命の重み盲背負「て

この子r二千着とん与大人I＝写るんrごろう0

シーベルト
〈ご7レ山、

私の体にけ実感の甘いものは巾リノ0

海が見rこくて…

ここから40如成層抽てい甘い師＝

借っいr＝原発はある。
それでも、足元言えると、

津波も放射能汚染も知ら与、叫のように

草花は今昔生きていrこ。

白新棟が
碑小かr二塁らしの名残盲片付ける中、

7／レバム盲見「けrこ。

千の中小ら、

小さ写せのかで嬉しモうに見7、、も○

サンカーの

試合の後【こ根号三されrこ

わん．す・くチームの写如見「けrこ。

この子r二号1持うしているのrごろう？

とうい無手て岬あつてと願う。

潮の蹄巾で残る

ひけ書柵rこ矧＝

柵が花篭つけていrこ。

ここでは、と・LTに小さな命も曹しい。
「生きるんrごよ．、、

鴇17いたわ暴言木の根元に稚いイ二。

桃の木（＝、お茶わで婦きいも闇いすに。

明日は

希官の地国電稚く人r二号勺で

千の未来盲語ってくれる。



わすすめ本

★小出裕章著：r原発のウソ」（扶桑社薪暮、2011・6）r放射能汚染の現実を超えて」

（河出霊房新社、復刻版2011・5）その他・・・

『起きてしまった過去は変えられませんが、未来は変えられます口これから生まれ

てくる子ど阜）たちに、安全な環境を残していきませんか。皆さんの一人ひとりが「危

険な原発はいらない」という意思表示をしてくださることを蘇っていますこ－』

★広瀬隆著：r二酸化炭素温硬化説の崩壊」（集英社新書、2010・7）その他・・・

『原発はC02を出さないクリーンエネ′レギー』として、原発利権者は原発を推進し

てきた。が、実は、『C02による地球温暖化説』は仕組まれた真っ赤な嘘だった1

2009年、世紀のスキャンダル、「気温データの捏造」・クライメートゲート事件が発

覚し、世界中が驚情したのに日本では殆ど無報道！日本だけが、無知のまま愚かな

孤島となっている∩

★菅谷昭著：「子どもたちを放射能から守るためにj（亜紀書房、2011・5）「ぼくとチェ

ルノブイリの5年間」（ポプラ社、2001・5）その他…

『子どもたちを守るために、私たちはチェ／レノブイリに学ばなければならない。』

レベル7の原発事故の後、ベラルーシでは小児甲状腺ガンが多発していた。その地に

ひとり飛び込んだ日本人医師、菅谷昭が見た真実・・・。（菅谷昭氏は、現在松本市長。）

★Veggy steady go！6月号瞳時増刊号：r放射能から子どもを守る」（キラジェンヌ、

2011・6）

日本の未来を担う子どもたち。そんな子どもを抱えるママたちはもちろん、私たち

大人みんなができること。あなたも一緒にあらゆるシーンから子どもを守る術を知り、

考え、そして行動していきませんか？一人ひとりのアクションで世界が少しずつ変わ

ります！

★野草の力をいただいて～若杉ばあちゃん食事のおしえ～（五月雷房、2011・5）

『この時代に生きていることを受け入れ、覚悟を決めて楽しく生きなさい。』

命の本質と根源的な強さを信じているからこそ、放射能汚染を乗り越えられる・・「

今の時代を考えて友子ばあちゃんが綴った、力強いメッセージです。


