
 

 

 

  

ベクレルって…? 

セシウムって…? 

国や市が大丈夫って 

言ってるんだから 

大丈夫じゃないの？ 

放射線って 

どう体に悪いの? 

 

春日部にも 

放射性物質は 

降ってきたの? 

あれから 2年も経っ

てるんだから良くな

ってきてるのでは? 

 

どんなことに、 

いつまで 

気をつけたらいいの? 

7/27 (土) 
10:00～15:00 

春日部市市民活動センター4F 会議室 1,2 

 

Q 授業をしてくれるのは？ 

A 現役の中学校の理科の教師

（川根 眞也先生）です。 

川根先生が３．１１から調べ続

けてきた様々な情報をもと

に、とてもわかりやすく説

明してくれます。 

 

東武スカイツリーライン（伊勢崎線・野田線）「春日部駅」下車 徒歩５分 

（お車でお越しの際はお問い合わせください。） 

 

主催 放射能から子どもを守る会 春日部  /協力 内部被ばくを考える市民研究会   

Q 小さい子ども連れでも

だいじょうぶ？ 

A もちろん大丈夫です。会場

の一部に小さいですがお

子さんが遊べるスペース

を用意してお待ちしており

 ます。

Q 当日の予定は？ 

A１０時～13時まで川根先生の授業を予

定しています。１３時からはみなさんご

持参いただいたお昼ご飯を食べな

がら先生に直接質問したり他の参加

者の方々と情報を交換しあえたらい

いなと考えています。 

参加費 500円 （小・中・高生無料） 

夏休みに 

家族で放射能の授業を 

受けてみませんか！ 
 

お問い合わせ/お申込みはメール, FAXまたはお電話で「お申込みの詳細は裏面をご覧ください」 

・メールsukoyaka_kasukabe_2011@yahoo.co.jp  ・FAX048-738-5081  ・電話080-35070176(山本) 



 

  

春日部市市民活動センター 

ぽぽら春日部 

住所 〒344－8578 

春日部市南 1丁目 1 番地 7号 

東部地域振興ふれあい拠点施設 

４階 

電話 048-731-3550 

埼玉県公立中学校理科教諭 

Facebook「福島第一原発を考えます」「放射能防御プロジェクト」に参加。埼玉県、東京都

内で「福島第一原発事故と放射能～内部被ばくを避けるために～」など、様々な講演会

活動をこなし常に新しい情報を発信しています。「内部被ばくを考える会」代表。 

今年 3月ベラルーシを訪問、４月からはチェルノブイリ事故市民研究会、２７年後の現状を 

ふまえた報告会も行っています。 

川根眞也先生のプロフィール 

お申込み方法 

参加者全員のお名前（お子さんは年令） /メールアドレス /電話番号 

を明記の上 件名を「夏休み放射能授業申し込み」として 

お送りください 

 

0８０－３５０７－０１７６ （山本）までご連絡ください 

sukoyaka_kasukabe_2011@yahoo.co.jp 

参加者全員のお名前（お子さんは年令） /メールアドレス /電話番号 

を明記の上 「夏休み放射能授業申し込み」として 

お送りください 

 

０４８－７３８－５０８１ （山本） 

放射能から子どもを守る会 春日部 http://blog.goo.ne.jp/kodomo2011  

mailto:sukoyaka_kasukabe_2011@yahoo.co.jp


 

  

お父さん、 

あなたの大切な人はだれですか？  

～この国がきめた安全と 

あなたが望む安全は同じですか？～ 

放射能から子どもを守る会 春日部 

放射能から子どもを守る会 春日部 

お母さん、 

あなたの大切な人はだれですか？  
～この国がきめた安全と 

あなたが望む安全は同じですか？～ 

見てほしいサイト・ホームページ 

あかいつぶつぶの絵 

http://www.mikanblog.com/ 

滋賀県あすのわ 

Youtube「まずは知らなきゃね」 

http://www.youtube.com/watch?v=HFq8gYjo3-8 

Youtube「まずは知らなきゃね２」 

http://www.youtube.com/watch?v=pOyucsZ2dBo 

チェルノブイリへのかけはし

http://www.kakehashi.or.jp/ 

内部被ばくを考える市民研究会 

http://www.radiationexposuresociety.com/ 

 

参考になるサイト・ホームページ 

ＯＫＦＯＯＤ/ http://okfood.blog.fc2.com 

 

Food Business Safety Network 

(飲食セーフティーネットワーク) 

http://fbsnetwork.com/index.html 

 

 

 

見てほしいサイト・ホームページ 

あかいつぶつぶの絵 

http://www.mikanblog.com/ 

滋賀県あすのわ 

Youtube「まずは知らなきゃね」 

http://www.youtube.com/watch?v=HFq8gYjo3-8 

Youtube「まずは知らなきゃね２」 

http://www.youtube.com/watch?v=pOyucsZ2dBo 

チェルノブイリへのかけはし

http://www.kakehashi.or.jp/ 

内部被ばくを考える市民研究会 

http://www.radiationexposuresociety.com/ 

 

参考になるサイト・ホームページ 

ＯＫＦＯＯＤ 

http://okfood.blog.fc2.com 

Food Business Safety Network 

(飲食セーフティーネットワーク) 

http://fbsnetwork.com/index.html 

健康野菜館くまもと 

http://kenko-yasaikan.jp/user_data/shop1.php 

 

http://blog.goo.ne.jp/kodomo2011 

http://blog.goo.ne.jp/kodomo2011 

http://www.mikanblog.com/
http://www.youtube.com/watch?v=HFq8gYjo3-8
http://www.youtube.com/watch?v=pOyucsZ2dBo
http://www.kakehashi.or.jp/
http://www.radiationexposuresociety.com/
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http://fbsnetwork.com/index.html
http://www.mikanblog.com/
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http://kenko-yasaikan.jp/user_data/shop1.php
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私たちが未来へつなぐいのち 

大切にしたいから。 

じつは・・・放射性物質の中の「セシウム１３４や１３７」はバナ

ナなどに含まれる「カリウム」に性質がよく似ています。 

また「ストロンチウム９０」とゆう物質は「カルシウム」とよ

く似ています。 

なので・・・体の中に取り込まれたときに、体は「栄養が入

ってきた」と思い「カリウム」の代わりに「セシウム１３４や１

３７」を筋肉へ取り込み、「カルシウム」の代わりに「ストロ

ンチウム９０」を骨に取り込んでしまうのです。 

こうして一度取り込まれた放射性物質は体外へ排出さ

れるまでずっと細胞を傷つけ続けます。 

 毎日の食事でよい栄養をたくさん摂って放射性物質が

体に入ってきたときに「もう栄養は足りてますよ～」って

排出してくれるようにしましょう！ 

さらに、そういったミネラルを無駄にしないようにミネラ

ルの吸収を妨げるリン酸塩などの添加物が入っていな

いものを選んだり、なるべく手作りを心がけて、よいお野

菜が手に入ったときはゆで汁を捨てないようなお料理

にチャレンジしてみるのもいいですね！ 

 

しっかりとした栄養のはなし。 

日本の法律で定められた一般市民の被曝限度は「年 1ミリシー

ベルト」です。（放射線障害防止法など）  

しかし、福島第一原発事故後それは 20 ミリシーベルトに引き上

げられました。 

なぜ１ミリシーベルトとゆう基準を決めたのでしょう。 

それ以上を危険と判断したからではないのでしょうか？ 

  

原子力発電所等の労働者がガンや白血病で亡くなった場合の労

災認定基準は年 5ミリシーベルトからです（実際に累計 5.2ミ

リシーベルトで労災認定された事例もあります） 

とゆうことは、年５ミリシーベルト以上の被ばくが考えられる

地域に住んでいる人たちは被ばくが原因でガンや白血病になる

かもしれないってゆうことですよね？  

 

そして・・・２７年前原発事故を起こしたチェルノブイリでは 

事故から 5年後の 1991年、ソ連崩壊後のロシア・ウクライナ・

ベラルーシで決められた以下の基準「移住の義務＝年 5 ミリシ

ーベルト」「移住の権利＝年 1ミリシーベルト」が今でも守られ

ています。  

  

チェルノブイリの悲劇から本当に学ぼうとするのであれば、日

本が習うべきはこの基準ではないでしょうか 

何かがおかしいな…のはなし。 

これは放射能のほんの１部のおはなし。（お父さん１、お父さん２、お母さん１、お母さん２、子ども１、子ども２）バージョンがあり

ます。それぞれ内容が違いますのでぜひ読んでみてくださいね。

内部被ばくのはなし。 

体内に取り込まれた放射性物質は体外へ排出されるまで放

射線を出し続け細胞を傷付けます。 

 

本来私たちには傷ついた細胞を修復しようとする機能が備

わっているので、こうしてまた元に戻ることができます。 

しかし、必ずしも元の形に戻ることが出来るとは限りま

せん。 

こうして異常な形にくっついてしまった細胞は、通常は

排除されることになっているのですがこのままの形で増

え続けてしまうこともあります。 

その、異常な細胞が増えることでリスクが高くなるのが

ガンなどの病気です。 
８０ベクレルってゆうのは、１秒間に 

８０発！！放射線を「ピー！」て飛ばして近くの細胞の

ＤＮＡをブチッ！ブチッ！て切ってるってこと！ 

日本人の主食お米の基準値１００ベクレル以下で説

明します。 

健康な細胞（ＤＮＡ） 

異常再結合 

正常再結合 

これをふまえた上でもう一度左の絵を見てください。今

まで８０ベクレルって小さな数字だと思っていませんで

したか？でもあなたやあなたのまわりの大切な人たちの

体の中で１秒間に何十、何百回と元気な細胞が壊されて

いると思うと怖いですよね。 

 

あなたが知ることで 

守れる命がいくつも増えるっていうこと。 

これは放射能のほんの１部のおはなし。（お父さん１、お父さん２、お母さん１、お母さん２、子ども１、子ども２）バージョンがあり

ます。それぞれ内容が違いますのでぜひ読んでみてくださいね。



 

 

  

みんなにもできることがあるよ。 

～ほうしゃのうは、かすかべにもふってるよ～ 

放射能から子どもを守る会 春日部 

放射能から子どもを守る会 春日部 

みんなにもできることがあるよ。 
～かぜやバイキンといっしょにきをつけよう～ 

見てほしいサイト・ホームページ 

 

ＭＩＳＡＴＯ ＹＵＧＩのＢｌｏｇ「あかいつぶつぶの絵」 

http://www.mikanblog.com/ 

 

滋賀県あすのわ 

Youtube「まずは知らなきゃね」 

http://www.youtube.com/watch?v=HFq8gYjo3-8 

Youtube「まずは知らなきゃね２」 

http://www.youtube.com/watch?v=pOyucsZ2dBo 

 

 

参考になるサイト・ホームページ 

ＯＫＦＯＯＤ/ http://okfood.blog.fc2.com 

 

Food Business Safety Network 

(飲食セーフティーネットワーク) 

http://fbsnetwork.com/index.html 

 

 

 

みてほしいサイト・ホームページ 

滋賀県あすのわ 

Youtube「まずは知らなきゃね」 

http://www.youtube.com/watch?v=HFq8gYjo3-8 

Youtube「まずは知らなきゃね２」 

http://www.youtube.com/watch?v=pOyucsZ2dBo 

 

かすかべの こうえんが きれいになったよ！ 

 

粕壁東第 3 公園（かすかべひがしだい３こうえん） 

 

中央町第 5公園（ちゅうおうちょうだい５こうえん） 

☆ここは入れ替える土を測定してくれました 

 

これから きれいになる こうえん 

 

藤塚第 3 公園 （ふじづかだい３こうえん） 

 

谷中公園 （やなかこうえん） 

 

原発からはるばる

飛んできました～ 

僕らって…体にわ

るいんですよね？ 

この国は基準が

低くて住みやす

いわ～ 

ほうしゃのう 

ウイルス 

ばいきん 

http://blog.goo.ne.jp/kodomo2011 

 

http://blog.goo.ne.jp/kodomo2011 

 

http://okfood.blog.fc2.com/
http://fbsnetwork.com/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=HFq8gYjo3-8
http://www.youtube.com/watch?v=pOyucsZ2dBo
http://blog.goo.ne.jp/kodomo2011
http://blog.goo.ne.jp/kodomo2011


 

 

ここにだって…いっぱいあるんだよ 。 

ぼくはですね…心臓の筋肉の細胞に入ってですね 

エネルギー生産（合成）が出来なくなるようにしまし

て… 

え～突然死なんかを起こす役目を担当しているんで

すけどね…？ほかにもできることはいっぱいあるん

ですよ。というかですね…ぼくには可能性がたくさん 

あるんですよ！ 

おそとから かえってきたら うがい 

てあらい しっかりしようね。 

おそとで きていた ようふくを 

おきがえしたり おふろにはいって 

あたまや からだを きれいにすると 

もっといいよ。 

かぜの つよいひは おうちであそぶと 

いいね。 

おそとに でるときは  

マスクを しようね。 

しっかり えいようを とると ほうしゃ

のうが はいる すきまが すくなくな

るよ。 

ねぼうしても あさごはんは 

ぜったいに たべようね。 

 

 

セシウム１３７ 

プルトニウム セシウム１３４ 

ストロンチウム９０ 

 

 

あのさ…ぼくの存在がヤバい危

険だってことは知ってる人もい

るかもしれないけど…ぼくはそ

んなに遠くに飛べないって「誰

か」が言ったからみんな安心し

てるでしょ。 

でもね…実は飛べるんだ。 

数千 kmは行けるんだから。 

 

はぁ～。 

１３７はいいよな～ 

２年で半分になっちゃうオレはいっつも注目

されないからさ～。 

どうせオレのことなんかだれも気付かないも

んな～。 

…そうだみんなより早く減っちゃう分バンバ

ン放射線出してやろ～っと。決～めた。 

これは放射能のほんの１部のおはなし。（お父さん１、お父さん２、お母さん１、お母さん２、子ども１、子ども２）バージョンがあり

ます。それぞれ内容が違いますのでぜひ読んでみてくださいね。


