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「第 20 期 空間線量率マップ」が完成しました！

2021.09.30

（池田 光司）

7 月末に第 20 期空間線量率マップ
が刷り上がり、8 月に配布が始まりま
した。今回の空間線量率の測定は、昨
年に引き続きコロナ禍の中、地元の
方々を中心に限られた人数で、約 3 か
月をかけて行われました。
福島第一原発事故から 10 年（20 回）
にわたって「空間線量率マップ（実際
のマップには分かりやすく放射線量率
マップと表記）」を作製し配布できたこ
とは、とても意義深いことだと思いま
す。その意義を感じ、コロナ禍にもか
かわらず粘り強く測定を行っていただ
＜マップ（A2 サイズ）を希望される方は、
チェル救事務所までご連絡ください！＞ いたみなさんに、あらためて感謝申し
上げます。先号（184 号）のポレーシ
ェに、今回の測定を中心になって進めていただいた「放射能測定センター・南相馬（とど
け鳥）」の小林岳紀さんと、今回の測定に参加された山岸秀樹さんの測定完了報告の記事が
載っていますので、あらためてご覧いただければと思います。
今回のマップの特徴の一つは、それぞれの地域を初めて測定した時のマップと、今回測
定したマップを横に並べた「比較マップ」を作製したことです。避難指示により立入りが
制限された関係で、それぞれの地域で測定を開始した時期は異なりますが、原発事故から
10 年が経って、それぞれの地域の空間線量率が下がったことが実感できると思います。マ
ップは、チェル救のホームページにも載せていきますので、ぜひご覧ください。
〒460-0012 名古屋市中区千代田 5 丁目 11-33 ST プラザ鶴舞 本館 5 階 B

NPO 法人 チェルノブイリ救援・中部
銀
行
名：三菱 UFJ 銀行 高畑支店（店番号 297）
口 座 番 号：普通 1682863
口 座 名 義：特定非営利活動法人 チェルノブイリ救援・中部 理事長 池田 光司
郵 便 振 替：00880-7-108610
T E L ／ F a x：052-228-6813（月･水･金 10:00 ～ 17:00）
＊ 6 年前に電話番号が変わっています。お間違いがないよう もう一度ご確認ください。
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.chernobyl-chubu-jp.org
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年に 5%しか下がりません。例えば、放射性セ
シウムによる空間線量率が 1μSv/h だとする
と、事故当初は 1 年後に 0.8μSv/h になります
が、10 年後の現在ですと 1 年後に 0.95μSv/h
にしかならないということです。0.1μSv/h で
すと 10 年後の現在は 1 年で 0.095μSv/h にし
かなりませんので、私たちの使っている測定器
の精度や放射線量の変動などを考えると、下が
ったことを検出することが困難です。下の図
に、事故当初から測定を始めた南相馬市の空間
線量率の変化を示しましたが、ここ数年はあま
り変化していないように見えるのは、空間線量
率が下がってきたことと、物理的半減期による
低下の割合が減ってきたことが重なったためと
言えます。今回の詳細な分析結果は、チェル救
のホームページに載せる予定ですので、ぜひご
覧ください。
現在、10 年間の測定の結果をまとめています
が、あらためて感じるのは、① 放射能汚染は
原発から同心円状に広がらないこと、② 放射
能汚染のレベルは下がっていきますが、分布は
事故当初のまま残っていくこと、③ 事故後の
放射能汚染の減り方は、放出された放射性物質
で決まること、④ 事故から数年経つと、空間
線量率はほぼ放出された放射性物質の物理的半
減期に従って低下していく･･･ということで
す。福島第一原発事故により放射能に汚染され
た地域では、今後、土壌中に残っている物理的
半減期 30 年のセシウム 137 と向き合っていく必
要があります。

さて、今回測定したデータの分析結果のポイ
ントは、地域によって差があるものの、全体的
には放射性セシウムの物理的半減期に従って空
間線量率が下がってきていると言えることで
す。今後の空間線量率の変化を考えていく場合
に、放射性セシウムの物理的半減期が目安にな
ると思います。そこで、放射性セシウムの物理
的半減期についてあらためてまとめてみます。
私たちが測定している空間線量率は、福島第
一原発事故の際に地表に降り注いで、その後土
壌に沈着した放射性セシウムが空気中に向かっ
て発する放射線の量によって決まります。沈着
した放射性セシウムが多い所ほど、空間線量率
が高くなります。放射性セシウムは、放射線を
出しながら放射線を出さない物質に変わってい
くため、放射性セシウムが出す放射線の量は
年々減っていきます。放射性セシウムには、物
理的半減期（放射線の量が半分になるのに要す
る期間）が 2 年のセシウム 134 と、30 年のセシ
ウム 137 があります。事故当初は、全体の放射
線量の 70%をセシウム 134 の出す放射線が占め
ていましたが、半減期の短いセシウム 134 の出
す放射線は年々減っていき、逆に半減期の長い
セシウム 137 の出す放射線の割合が増えて、10
年後の現在は、セシウム 137 の出す放射線が全
体の放射線量の 90%近くを占めるようになって
います。半減期の長いセシウム 137 の割合が増
えるに従って、空間線量率が下がる割合も減っ
ていきます。計算上では、事故当初は空間線量
率が 1 年で 20%下がりますが、10 年後では 1
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「南相馬便り」 コロナにより、「秋の種まき会」は中止となりました！

農地再生協議会の抱える問題

（原 富男）

皆さんに使っていただいている「油菜ちゃん」の販売元である「南相馬農地再生協議会」は今、試練の時
を迎えています。大口購入者が購入を控え、イベント中心に対面で販売してきた「油菜ちゃん」の売れ行き
が伸びない事情があります。そこそこ頑張っているけれど、まだ安心できる状況にはないという段階でしょう
か。そんな「再生協」の現状を紹介します。

① 信田沢搾油所の用地・建物を購入できるか
信田沢搾油所は現在、南相馬市から土地建物を借りて運営
していますが、賃貸契約は来年 3 月までとなっています（若
干伸ばせるかもしれませんが･･･）
。南相馬市は、できることな
ら土地建物を 1,800 万円で買って欲しいということですが、
この状況下では「う～ん」と考え込んでしまう状況にありま
す。時期とすれば、そろそろ結論を出さなければなりません。
またこの夏に、搾油を担当してこられた職員が退職し、菜種栽培を担っている「アグリあぶ
くま」に勤めることになったことです。搾油は、出向してもらい対応できているのですが、搾
油量・スピード・品質の維持など、今後に課題もあります。

② 種の品質と在庫
在庫の菜種を、全ては油として販売できず、新しく採れた種を優先して搾油してきた結果、
搾油できなかった種が残り、種として食油会社に購入を打診してきました。しかし、クーラー
などで冷やして保管してこなかったことや、播種する種を自家採種としてきたこと、他の種
との交雑などから品質が落ちて酸化している物もあり、
2019 年度と 2020 年度産の合計 32 ト
ンは、食用でなく、工業用（切削油用など）として販売することになりました。
品質の保持は、長年油を作り販売している会社ならば、当然行われていることですが、はじ
めて日の浅い「再生協」では人手も足りず、一人何役も担わなければならない状況で、品質保
持がおろそかになってしまったのが実情です。これを反省し早速、この秋播く種は原種に切
り替えました。まだ保管場所のクーラーは設置できていませんが、喫緊の課題です。

③ 「再生協」と「アグリあぶくま」の関係
これまで「油菜ちゃん」は、菜種の栽培を「アグリあぶくま」が担い、搾油を「再生協」が
行うということで成り立ってきました。ところが、菜種栽培も 10 年近くなり、当初の一体感
だけではやっていけない時期に入ったと思われます。
「再生協」も「アグリあぶくま」も代表者が同じという状態は、設立当初は問題がなかった
のですが、そろそろ改善されなければなりません。
「アグリあぶくま」が栽培した種を、
「再生
協」が購入する関係のなかで、人事もこれまで通りではやっていけない時期に入ったのです。

④ 意思決定の仕方
新型コロナが猛威を振るう中、それでも会議を開き話し合いを重ね、取り組みを進めなけ
ればなりません。
「再生協」では、コロナ対策として一時的に、対面会議に変えてメールによ
る議論を行ったことがありますが、結果は良くなかったように思われます。メールの場合、意
思を文字で表すことの上手な人と、そうではない人の差ができ、議論にならないのです。また
メールでは、相手の顔色をみて「これは言ってはいけない」という控える判断ができず、極論
になってしまうことがあります。
「再生協」でも、これに似た状態がありました。
これまでのメール会議から脱し、先日 ZOOM 会議に変更したところ、相手の気持ちを察し
ながら話ができ、対面に近い効果が現れたように感じました。売り上げの減少、コロナ禍、原
発事故から 10 年を越えた現在、いろいろな意味で節目だと思われます。
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＜ウクライナ情報＞
★ ホステージ基金・事故処理作業者団体からの「広島・長崎 原爆の日へのメッセージ」
チェルノブイリ救援・中部 御中 私たちの日本の友人の皆さんへ
1945 年 8 月 6 日・9 日の原爆投下を、人類は毎年思い起こします。2 度の爆撃によって、非武装の
市民約 25 万人が亡くなり、その後何日も、何か月も、何年もの間に、放射線障害によって多くの人々
が亡くなりました。
すでに長年皆さんの団体と協力し、日本に多くの友人がいる慈善基金「チェルノブイリ人質たち」
は、日本国民の皆さんとともに追悼の意を表します。
皆さんは、チェルノブイリ原発事故後の早い時期から、私たちとともにいてくださいました。私た
ちは、福島第 1 原発事故の起こった時、皆さんをサポートし、自分たちの経験をお伝えしようと努力
しました。
私たち（皆さんのウクライナの友人たち）に、この悲しい日々、皆さんとともにいさせてください。
そして、日本国民の皆さん、これらの悲劇の日付にあたって、支えさせてください。
1945 年の原爆投下で亡くなられたすべての方々のご冥福を祈って、私たちは深く頭を垂れます。
敬意を込めて
2021 年 8 月 6 日
「チェルノブイリの人質たち」運営委員会
「チェルノブイリの消防士たち」
「リクヴィダートル」
「プリピャチ・センター」
「チェルノブイリ障碍者基金」のメンバーである
事故処理作業者一同

★ 国際送金
「ミルク代 50 万円」と「ナロジチ地区病院の医療支援 60 万円」を送金。

★ コロナ情報
・こちらでは、COVID に関しては今のところ静か。希望者全員に、ワクチン接種が行われている。私
（ドンチェヴァさん）もモデルナ社のワクチン接種を受けたが、2 日後には寝たきり状態になってし
まった。すべての関節と頭が痛み、37.4℃の熱が出て、眠くて仕方がなかった。日曜日でよかった。
月曜にはもうよくなり、普段通り元気に過ごせた。9 月 4 日に 2 回目の接種です。
・ジトーミル州では、1 日あたり 40 人程度の新規感染者が出ている。今の時点では、病院はなんとかや
れている。主な争点は、ワクチン接種を受けるか受けないか、ということ･･･。こちらでは受けない
という人がたくさんいる。時には、時代が中世に戻ったのではと思えるほど。オリンピック後の日本
の状況については聞いている。そうなることは前からわかっていた。どう頑張って予防対策をとって
も、結局感染者は増加するに決まっている。でも、日本はこの状態を克服でき
るだろう。日本人は、世界で一番法律を守る国民だから。

★ 非常事態局医療センター（チェル救支援先）
すでに、公式に第 2 のスペースが開設された。センターに設
置された、2020 年と 2021 年に購入（支援）した機器の稼働
状況を調べに訪問した。その機器は…
1．ドラフトチャンバー［局所排気装置］（写真右）
2．乾燥滅菌機
3．保温バッグ（写真左）
です。
ハルィナ先生とスタッフ一同から、「皆さんに心からのお礼をお伝えしてもらいたい、皆さんのご支
援のおかげで、彼らの仕事がどんなに安全になり、利便がよくなったかを見においでいただきたい」
とのこと。

★ クリスマスカードキャンペーン
私たちは、今年も必ずキャンペーンを行う。子ども達は、もうこのキャンペーンなしではすまされな
い。また厳しい防疫措置が採られるかもしれないことは理解しているが、昨年同様、私たちはもう長
年協力してくれている学校・幼稚園・病院に頼ることができる。日本のカードや、折り紙その他の興
味深い手芸品を送っていただければありがたい。12 月 10 日～15 日にウクライナへカードが届けば、
ちょうどよいです。
（山盛）
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ドンチェヴァさんからの情報
今回は、「ポレーシェ」の読者が興味を持つかも知れない「新聞記事」の抜粋をお届けします。チェルノ
ブイリ原発事故 35 周年以降、ウクライナのメディアで多くの興味深い事実が報道されるようになり、私は
それらを合わせて一つにまとめることにしました。（ドンチェヴァ）
★ ジトーミル州には、
放射性物質による汚染地
域に分類されている市町村が、あわせて 734 あ
る。うち 7 つは第 1 ゾーン(立入制限区域)、63
が第 2 ゾーン(無条件(義務付)移住区域)、301 が
第 3 ゾーン(保障付任意移住区域)、363 が放射
線管理強化区域(第 4 ゾーン)である。
2014 年 12
月 28 日付の法律の第 2 条により、
「放射線管理
強化区域」の定義は廃止された。つまり、第 4
ゾーンは存在しなくなったのである。
★ 土壌の深さ方向に対する放射性物質の自然
移動という概念がある。この移動は 1 年あたり
1.5～2 ㎝の速度で起こる。したがって、チェル
ノブイリ原発事故後 35 年の現在、
セシウム 137
とストロンチウム 90 は平均して土壌の深さ方
向に 50～60 ㎝移動しており、これは農地の耕
作される層よりも深いところである。現在この
ような農地で栽培される農作物は、汚染を受け
ていない。つまり、この地域の牛乳や肉は、現
在摂取することが可能である。牛乳の放射能許
容値は 100 ベクレル/ℓ であるが、採取されるサ
ンプルの放射能はその 3 分の 1 ないし 4 分の 1
であり、国際的基準値(37 ベクレル/ℓ)の範囲内
でさえある。調査が行われたのはナロジチ地区
フルィストゥイニウカ村(無条件(義務付)移住区
域、
1991 年に住民はラドムィシリ地区ポティイ
ーウカ村に移住したが、半年で 37 世帯が帰還
した)。
★ 人体に吸収される放射性物質の 95％は森で
採取される食品、
特にキノコ由来のものである。
キノコはこれだけ年月が経っても汚染され続け
ている。農地では放射性物質が自然に沈下して
いくのに対し、森林で積もった落葉は放射性物
質の移動を妨げ、現在放射性物質は未だにキノ
コが生える土壌の表層に留まっている。
★ 放射性物質の移動は湿度の高い土壌ではず
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っと活発に起こる。乾燥した気候条件下では、
移動が最小限に抑えられる。さらに、昨年の森
林火災は、主に森の下草が燃えたものである。
落葉の層が燃え、それに伴ってそこに蓄積され
た放射性物質が舞い上がることによって、二次
的な土地の汚染が起こったのである。
★ 汚染地域のゾーン解除(ゾーン変更)は非常
に困難である。重要な役割を果たすのは社会的
要因である。現在の、第 1・第 2 カテゴリーの
チェルノブイリ被災者証明を、誰も取り上げる
わけではないということを説明しなければなら
ない。一方、いかなる種類の農業も行うことが
禁じられている第 2 ゾーンから土地が外されれ
ば、そこに投資を誘致することが可能となり、
したがって社会的・経済的状態を改善すること
ができる。
★ 放射性物質によって汚染された領域の復興
は焦眉の問題である。一つの方法は、エネルギ
ー作物の栽培である。フルィストゥイニウカ村
では、かなり多くのこの種の作物の栽培が試み
られてきた。最も効率がよいのは、Miscanthus
x giganteus*であることがわかった。放射性物
質の蓄積が最も少なく、ペレットやバイオ燃料
などの製造に用いることが可能である。多額の
経費も必要なく、ほとんど手もかからない。初
年度と次年度に除草剤を散布するだけである。
一方、
収穫は25～30年にわたって続けられる。
【Miscanthus x giganteus＊】
ミスカンサスは、アジア・アフリカ・オーストラリ
アではよく知られた作物である。ヨーロッパには 20
世紀初頭に伝播し、オルタナティヴ燃料について活
発な議論が始まった頃、広く知られるようになった。
ウクライナバイオエネルギー連盟の専門家たちは、
ヨーロッパの農地の 10％にミスカンサスを植えた
場合、それを燃やすことによって、電力の 9％までを
得ることができるという。

＝★☆★ 2021 年度 クリスマスカードキャンペーン・始まります！ ★☆★＝
今年もこの時期がやってきました。ウ
クライナと福島の子ども達にクリスマス
カードを贈る、クリスマスカードキャン
ペーンが始まります。昨年に引き続き、
コロナ禍でのキャンペーンとなりますが、
この交流を絶やさず続けたいと思います。
ホステージ基金のドンチェヴァさんも、
このようにメールをくださいました。
「私たちは、今年も必ずキャンペーン
を行います。子ども達はもうこのキャン
ペーンなしではすまされません。また厳
しい防疫措置が採られるかもしれないことは理解していますが、昨年同様、私たちはも
う長年協力してくれている学校・幼稚園・病院に頼ることができます。ですから、また
日本のカードや、折り紙その他の興味深い手芸品を送っていただければありがたいです。」
南相馬の幼稚園・保育園にも連絡を取り始めています。
昨年は、約 2,500 枚のカードが集まりました。ウクライナへは船便で送り 、届いたの
は 2 月でしたが…今年は郵便事情も戻っていますから、航空便で送ります！
折り紙作品も送っていただけると助かります。立体折り紙は送れませんので、平面の
折り紙作品を送ってください。カードと一緒に添えて 子ども達のちょっとしたプレゼン
トにさせていただきます。同封のチラシもご覧ください。お友達に配ってくださる方は 、
必要枚数をお知らせくだされば郵送いたします。事務局までお問合せください。 皆様か
らの素敵なカードをお待ちしています！
＝◇◆◇ 2021 年度ミルクキャンペーン・今年も宜しくお願いします ◇◆◇＝
昨年度は、503,000 円のご寄付が集まり、8 月に支援金を送金することができました。
今年度は、すでに 103,000 円のご寄付が寄せられています。皆様からいただいた寄付
金は、来年度に送金し、現地で必要な子ども達のために粉
ミルクを購入します。非常に深刻な病気の子ども達の治療
を行っている、ジトーミル州立小児病院では、昨年、治療
目的の特殊な粉ミルクを購入しました。
支援を受ける子ども達は、親権を放棄され、どの子も深
刻な疾患を抱えており、特別な栄養とケアを必要としてい
ます。未熟児セクションの医師は、
「この子たちは、基本的
にあなた方のミルクのおかげで助かっているのです」と、
語っています。
その他にも、貧困家庭や子だくさんの家庭、孤児院など
で、日本からの粉ミルク支援を必要としています。今年も、
どうか皆様からのご支援を、よろしくお願いいたします。
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「おうち時間」を利用して、折り紙を折ってみませんか？
You Tube で【折り紙 ハート猫】･･･と検索！
クリスマスカードに同封できる、かわいい作品（右）です！
折り紙 1 枚で作ることができる「ハート猫」
。
そのまま飾れるし、ハート面にメッセージを書くこともできます
（犬やパンダもあります）
。
ぜひ ウクライナ語 で！

日本語

（英語）

Дружби

友情

friendship

Дякую

感謝

thanks

над ія

希望

hope

мріяти

夢

dream

радість

喜び

joy

Кохання

愛

love

щастя

幸せ

happiness

молитва

祈り

prayer

※ メッセージの参考にしてください。

チェル救の「リモート運営委員会」に参加して
チェルノブイリ救援・中部の運営委員会は、毎月第 1 土曜日の午後 1 時から、鶴舞にある事務所で
行われる。昨年はコロナの為、5、6 月は中止（メールで意見交換）
。6 月の総会・チェル救デーも中
止。今年に入って未だコロナの終息が見込めない中、
「リモート運営委員会をしてみたら？」との提案
があった。始めはあまり関心を持たれなかったが、メンバー（私以外）はそこそこ経験を積んでいた。
そして、ついに 9 月 4 日、リモート会議。パソコン画面に 12 人の顔が並ぶ。神野さんの司会で会議
が始まる。皆がそれぞれ意見を述べる。なんの違和感もなかった。生身の人間と会って話をする方が
いいに決まっているけど、リモートで十分会議は成り立つのだと実感した。15 分の休憩をはさんで、
午後 5 時に終了。ところで、私がリモート会議に参加できたのは奇跡だ。20 数年前チェル救の情報交
換は FAX だった。私のパソコンは、チェル救との情報伝達の為にのみ使われた（今ではアマゾンで買
い物ができるようになったが･･･）
。でも、リモート会議は恐怖だった。それを、可能にしてくれたの
が、事務局の兼松さん、名古屋 NGO センターの村山さん。
会議までの、2 回のサポートのおかげだ。パソコン用語な
どチンプンカンプン。それを、じっくりと説明し、できるま
で対応してくださった。感謝しかない。
最後に、とんだハプニング！ 飼猫は、パソコンを開けると
必ずキーボードに乗りたがる。引き戸を閉めて追い出したの
だが、引き戸は簡単に開ける。4 回の攻防をなんとか凌いだ。
休憩中、見にいったらソファーでふて寝していた。 （橋本）
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連載 136

日本の脱炭素戦略の愚かさ

---- 何も変わらないこの国の政治 ---ますます広がる世界中の大規模な森林火災や洪水は、これまでの経済優先社会がもたら
した地球環境破壊が原因である。コロナ・パンデミックもその一つに過ぎない。こうした現
実が世界の経済界にも影響をもたらし、再生可能エネルギーへの投資や脱炭素が世界の流
れになっている。遅まきながら、この日本も「脱炭素」を政治目標に掲げざるを得なくなっ
た。しかし、その政策内容はと言えば、時代遅れも甚だしい。

政府の脱炭素政策

水素運搬用の大型船は既に完成した。だが泥
炭地開発は、更なる森林破壊をもたらし温暖
化を進める。国内では、水を電気分解して水
素を作る計画もある。それに使う電力は、原
発や化石燃料で作る。原発事故被災地の福島
県浪江町の立ち入り禁止区域では、東芝が国
内最大規模のメガソーラーで水を電気分解し
水素を作っている。だが、電気は電気として
使った方がエネルギー効率は高い。水素の為
の電気は無駄使いである。原発は、発電時に
は炭酸ガスを出さないが、事故の危険性や廃
棄物問題は解決しない。洋上風力発電は現
在、各地で建設が進んでいるが、電磁波問題
や環境破壊など課題は未解決であり、台風王
国の日本で安全性を確保できるのかも問題で
ある。こうした政策の中身を見れば分かるよ
うに、日本の脱炭素戦略は目先のイメージ作
りに過ぎず、根本的な問題解決には目をつぶ
っている。これまでは、車や電化製品を売っ
た金で石油石炭を買ったが、今後は水素を買
えば良いという、従来と同じ政策である。こ
れでは世界の流れに沿えない。

菅政権は 2020 年 12 月 25 日、2050 年ま
でに温室効果ガス排出ゼロを目指すとして、
「グリーン成長戦略」を発表した。脱炭素化
推進と同時に、経済活性化を進める長期戦略
という。2030 年半ば迄に電気自動車 100％､
35 年以降は水素で飛ぶ飛行機を導入、50 年
までに農林水産業における炭酸ガス排出ゼ
ロ、火力発電における炭酸ガス排出の大幅削
減などの目標を掲げる。その為には膨大なエ
ネルギーが必要だが、再生可能エネルギーで
全てを賄う事は不可能という。ではどうする
か。洋上風力発電を 4,500 万 Kw（原発 45
基分）
、水素ガス導入で、船舶や自動車など
の炭酸ガス排出を減らす。火力発電は、石炭
や石油にアンモニアを混ぜて炭酸ガス排出を
減らす。原発は 30 基相当の再稼働と同時
に、事故が起こっても影響の少ない小型原発
を作り、全国の都市部の地下に設置する･･･
という。全体的には大幅な電化推進のため、
産業・運輸・家庭部門の電気は、現状よりも
30～50％増加する。
以上が、政府のグリーン成長戦略の大筋で
ある。ではこの戦略の何が問題か。

自然エネルギーの合理性
自然の生物界におけるエネルギー生産は、
全て植物が担っている。植物は、地下から吸
い上げた水を太陽光エネルギーで水素と酸素
に分解し、大気から吸収した炭酸ガスと水素
を結合して、様々な有機物を作り成長する。
所謂、光合成である。廃棄物の酸素は動物の
呼吸を助ける。全ては無駄がなく、自然の循
環が成り立っている。今こそ自然に学び、人
間もまた自然の一員であることを自覚すべき
ではないか。
（2021 年 9 月 20 日 河田）

水素は輸入する
水素を燃やせば、廃棄物は水であり炭酸
ガスは出ない。だが、水素をどうやって調達
するかが問題である。基本的には輸入であ
る。オーストラリアやインドネシアには、石
炭になる前の泥炭が地下資源として大量にあ
り、それを蒸し焼きにすれば水素と炭酸ガス
になる。水素と炭酸ガスを分離し、炭酸ガス
は海の地下深くに注入し、大気中に出さない
という。蒸し焼きには当面石炭火力を使う。
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前回に続き、南相馬農地再生協議会のスタッフ池田真由美
ＭＯＴＴＯ 油菜ちゃん

さんのインタビュー第 2 弾です。
今回も池田さんの明るいキャラ全開です♪
…。でも、すべての課題を乗り越えた先に
は必ず明るい未来があると信じて、私自身
は目の前のやるべきことをしっかりとやる
だけ！と思って頑張っています。

Q 再生協での仕事で、楽しいことと困って
いることを教えてださい。
やりがいもあって毎日が楽しいです。
「油菜ちゃんをご支援・ご愛用いただい
ている皆様とお話しできた時・お会いでき
た時」がとくに楽しいですね♪ お客様か
らメールを頂戴すると、嬉しくてつい返信
しちゃうんですけど、その返信に対してお
相手がまた返信してくださると、もっと嬉
しくなってまた返信してしまうという…本
当に単純な私です。（笑）
春の花見会や秋の種まき会でも、今まで
メールでしかお話しできなかったお客様
や、関係者・支援者の方が参加してくださ
って、受付で「初めまして～☆やっとお会
いできましたね～♪」なんて会話をした方
が何人かいらっしゃいました。
まだまだ勉強不足の私ですので、いろい
ろな方とお話をすることでたくさんのこと
を吸収し、自身のモチベーションアップに
繋げています。
困っていることは、「再生協が抱える
様々な課題」ですね。ひとつの課題が解決
できたと思ったら、また次の課題が浮き彫
りになる…。最近はこの繰り返しなんです

Q これまでで一番大変だった仕事は何で
すか？
ご注文の駆け込みですね。例年、7 月中
旬～8 月のお中元、11 月下旬～12 月のお
歳暮の時期、特にお歳暮は、毎年“良い意
味で”大変な思いをさせていただいていま
す。
お歳暮のご注文は、ギリギリで駆け込み
が多い印象…。年末年始の休業前わずか 2
週間ほどの間に、100 を超えるセット数を
受注し、私ひとりでこなした年もありまし
た。正直、かなりきつかったです。
大変なのはご注文の対応だけでなく、私
自身の手指もです。ギフト箱の作成、内容
物のセット、包装も私が担当しています
が、乾燥する冬の季節は、ただでさえ手が
荒れやすくなっているのに、加えて紙類を
扱うことで手指の油分が奪われ、ますます
手荒れが進む原因に…。追い打ちをかける
ように、家庭での水仕事。もう～、痛くて
泣きます。
ご注文を受注後は、可能な限りお待たせ
せずにお届けすることをモットーにしてい
ますが、なかなか届かないなぁ…という時
は、ご注文が混みあって対応が遅れている
ということでご理解をいただければ幸いで
す。“受注されたのかな？” “いつ頃届くの
だろう？”といった不安を払拭するために
も、メールでのご注文をおすすめします。
必ず返信しますよ！
（次号に続く）
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油菜ちゃんと「夢茶や」が出会って 2 年がたちました

＜半田さん(左)と小久保さん(右)が、
「夢茶や」でお待ちしています＞

（夢茶や 小久保＆半田）

コミュニティ スペース「夢茶や（むちゃや）
」は、
グリーンコンシューマー活動（環境に優しい消費活
動をめざす）をしていた仲間たちと、2011 年 5 月、
地域の交流の場として開店しました。
麻雀教室・歌声教室・読書会・クリスマスリース
作り会・餅つき会など、
多くの楽しい企画を実現し、
美味しいフェアトレードコーヒーを飲める喫茶店と
しても、地域の居場所となっています。
手作り品やフェアトレード商品・授産施設の商品
を販売するコーナーもでき、社会貢献できるスペー
スでもあります。

2 年前、
「チェルノブイリ救援・中部」と同じビルに入った「名古屋小児がん基金」のスタッフが、
油菜ちゃんを「夢茶や」で販売しないかと提案。さっそく南相馬の菜の花プロジェクトの紹介チラ
シなどを作成して、販売し始めました。
「値段は少々高いけど、美味しいし、品質がいい。なにより
買うことで応援できるのもうれしい」と言ってくださる常連さんに支えられて、販売を続けること
ができました。
この夏から油菜ちゃんの量り売りを始め、安く買えるようになったので、喫
茶で好評の手作りマフィンの材料を、コメ油から油菜ちゃんに変えて出してい
ます。しっとりしてくせがなく、ケーキの材料としては最適です。また、とう
がらしやハーブを入れて、ドレッシングとしての使い方を紹介し、小さな瓶で
気軽に買えるようにしました（写真 左）
。
「夢茶や」に集う常連さん達のおしゃべりは、パワフルです。
「家から瓶を持ってくるのは面倒だから、ここに瓶をいくつか置いておけば、
買いやすい」
「小さい瓶なら試し買いができる」
「成分表も作成して、他の菜種
油との違いをわかるようにしたらいい」
「今、まさに SDGs だよね～」
「もっと
販路を広げるために、量販店とか、可能性あるかもよ」
「夢茶や」に商品を置いているフェアトレードショップ「風’s」
さんでも、油菜ちゃんの量り売りが始まりました。
いろいろな場所で、おしゃべりの花が広がるように、油菜ちゃん
の販路が広がっていくことが、
「原発事故を忘れない」
「買うことで
応援する」ことだと信じています。

「夢茶や（むちゃや）
」 TEL 052-931-8909
〒461-0027 名古屋市 東区 芳野 3-13-2 後藤ビル 1F
（水・金・土 9:30～16:00）
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＜「油菜ちゃん」を使っている
喫茶で好評の手作りマフィン＞

『油菜ちゃんレシピ』紹介//（その 2） 手作りクラッカー ２種
前回に引き続き、高橋智津子さん（焼菓子工房み～も）に、
『油菜ちゃん』を使ったクラッカ
ーの作り方を教えていただきました。その前に、ちょっと高橋さんについてご紹介します。
高橋さんは長年、食の安全に関する活動を続けてこられています。
安全な食品の共同購入や、｢遺伝子組み換え食品を考える中部の会｣（代表はチェル救メンバー
河田昌東さん http://gm-chubu.sakura.ne.jp）の活動（＊三重県の四日市港で輸入陸揚げされるセ
イヨウナタネが、製油所へ陸送される際、通過する国道 23 号線にこぼれ落ち、道路脇で発芽し
花を咲かせ、結実、種子が放出され拡散してしまうのを防ぐために、ナタネの抜き取り作業｢遺伝
子組み換えナタネ抜取隊｣を行っている）などです。
基本の「胡麻クラッカー」と、その応用編の「粉チーズとハーブのクラッカー」の 2 種類です。
コロナで巣籠り生活が続きますが、
お子さんと一緒に美味しい手作りのおやつをどうぞ！（戸村）

胡麻クラッカー
〔材料〕
A) 薄力粉
100 g
砂糖
6g
塩
3g
すりごま 大さじ 3
B) 油菜ちゃん 大さじ 2
水
大さじ 2
〔作り方〕
① A をボールに入れて、よく混ぜる
② ①に B をさっくり混ぜる
＜マルシェの「焼菓子工房み～も」＞
③ ②をラップに挟んで、何回か〈折りたたみ・
伸ばす〉をくり返し、めん棒で 3 ミリの厚さに伸ばす
④ オーブンペーパーに移し、包丁でスティック状に切れ目を入れ、
オーブンで焼く 【170℃ 20 分】
⑤ 焼き上がったらオーブンから出し、あら熱が取れたら、手で折りはがす

粉チーズとハーブのクラッカー

＜高橋智津子さん＞

〔材料〕
A) 薄力粉
100 g
砂糖
6g
塩
3g
粉チーズ
大さじ 3
好みのハーブ（みじん切り）大さじ 3
B) 油菜ちゃん
大さじ 3
水
大さじ 2
〔作り方〕
「胡麻クラッカーの ①～⑤ と同様」に焼く
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事務局便り
季節の移ろいの速さに驚く。10 月が訪れ、今年もカードキャンペーンが始まる。ドンチ
ェヴァさんは、キャンペーンについて「私達は、今年も必ずキャンペーンを行います。子
ども達は、もうこのキャンペーンなしではすまされません。また厳しい防疫措置がとられ
るかもしれない事は理解していますが･･･」とのメッセージを寄せた。コロナ禍の中、悲
しい思いをしている子ども達はたくさんいることだろう。だからこそ、温かなやさしいク
リスマスが子ども達に訪れますようにと、強く願う。クリスマスは子ども達にとって特別
のものだ。カード作りをしながら、今年少しでも楽しかったことを思い出してほしい。子
どもだけではなく、疲れ、ファンタジーを無くしそうな大人達にも。
（山盛）

【寄付金の内訳】（2021 年 7 月・8 月 単位：円）
ミルク
支援

ﾁｪﾙﾉﾌﾞｲﾘ
支援

福島支援

指定なし
(一般寄付)

会費

合計

7月

11,000

0

0

61,000

3,000

72,000

8月

57,000

1,000

90,318

784,500

27,000

932,818

合計

68,000

1,000

90,318

845,500

30,000

1,004,818

7～8 月の 2 か月間で、67 名の方よりご寄付をいただきました。また前号で、夏カンパ
のお願いをいたしましたが、合計 481,762 円（7/28～9/22）が集まりました！
皆様の温かいご支援に、心より感謝申し上げます。皆様の応援を力に、活動を続けてま
いります。ありがとうございました。
（兼松）

編集後記
☆20 年前、中村哲さんが国会で野次のなか、アフガニスタンへの自衛隊派遣を「有害無益」
と発言していたことを最近知った。今、生きていてほしかったです。改めて合掌。
（佳）
☆洗濯機が壊れた･･･今どきの洗濯機を購入することにした。人目にさらせない洗濯室を
片づけてたら、懐かしい写真が出てきて思わず手が止まる。けっこう嬉しかった。
（美）
☆長引くコロナに対抗して、スマホに「万歩計」のアプリをインストールした。
「一日 1 万
歩」を目標として楽しんでいる（約 3 ヶ月間、記録更新中！）
。主に、早朝や夕方を選ん
で、郊外や公園の散歩をすることが日課となった。「iPad」を片手に、お気に入りの
YouTuber 達（政治／社会系）の動画を聴きながら、マスクなしで綺麗な空気を満喫する。
「健脚」を維持し、
「自己免疫力」を高め、
「マスコミの報じない社会情勢を知る」…な
ど、一石三鳥である。人々がコロナに心を奪われている間にも、世界情勢は目まぐるし
く変化を続けている。今、関心を持ってウォッチすべきことは、
「中国の脅威（新疆ウイ
グル自治区のジェノサイド・台湾併合・恒大集団の金融破綻 etc.）
」
「AUKUS（豪・英・
米の軍事協力）
・Quad（日・米・豪・印の外交協議）
」
「日・米の選挙結果の行方」
「アフ
ガン撤兵後の中東和平」･･･など、多岐にわたっている。
（J）
〒 456-0022 名古屋市熱田区波寄町 20-14
印刷「エープリント」
TEL・FAX（052）871-9473
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