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市民放射能計測所 「那須希望の砦」より 
 

栃木県北放射能汚染の現況 
 
よつ葉生協では東日本大震災・東電事故での支援金の募金の取り組みを続けています。

毎週の共同購入の注文と一緒に、一口 100 円から募金でき、毎週の皆様からの募金額を

よつ葉だより 4ページでご報告、年に一度各支援団体へ届けています。 

「市民放射能計測所 那須希望の砦」もよつ葉からの支援金をお届けしている団体の

一つです。今年も支援金をお届けしたところ、現在の栃木県北の汚染状況について報告

してくださいました。 

 

 放射能は核種毎の半減期があり、Cs-134は２年で半減、Cs-137

は 30年で半減します。事故後 12年近く経過しており、Cs-134は

60分の１くらいに減少、殆ど消滅しました。 

Cs-137はまだほんの少ししか減少しておりません。トータルとし

て、事故時の 40%くらいになっています。今後は Cs-137 のみに

なり現状の半分になるのは 30年後になります。 

 空間放射線量は自然減で大きく低下し、除染も実施されたため、

基準の 0.23μSv/hを超えるところは殆どありません。しかし、所

によって線量の高いホットスポットが残っています。2021年那須

町の定点計測時に見つかった伊王野支所のホットスポットは、最

高値で 1.9μSv/h の高線量でしたが、町に除染の必要性を伝え、

2022 年１月に除染されました。除染後は 0.20μSv/h 以下になり

ました。 

 

那須塩原市で見つかっている関谷南公園と鍋掛保育園児散歩コ

ースのホットスポットについて、市へ改善要望を提出しています

が、予算がないとの理由でやってもらえません。 

食品等放射能測定結果では、畑の作物は全て問題ありません。

除染されていない山林、原野、籔などで採れるキノコ、タケノコ、

クリ、コシアブラ、山椒の葉、他の山菜などは依然としてセシュ

ームを吸収しており、要注意です。 

ちなみに 2022 年に那須希望の砦計測所で計測した中で最高値

を示したのは、チチタケ（キノコ）1290Bq/kg、鹿肉 815Bq/kg、

コシアブラ 724Bq/kg、クリ 97Bq/kg、タケノコ 70Bq/kg、タラノ

メ 68Bq/kgでした。 

これらの食材は放射能を計測して、食べてもいいかどうかを判

断するのがいいと思います。国の基準 100Bq/kg を超えるものは

食しないよう国は注意を呼び掛けています。できればベラルーシ

基準の 37Bq/kgを目安に判断するよう那須希望の砦では推奨して

います。 

薪ストーブの灰は、平均で 8,000Bq/kg程度ありますので、処理

する際吸い込まないようにして下さい。 

那須希望の砦は、無料で放射能の測定を行っています。放射能

を心配して過ごすのではなく、測って適切な対応をすることが大

事です。測定を希望される方は、那須希望の砦にご相談下さい。

（ＴＥＬ ０９０－４５７７－６６４５） 

文責；市民団体「那須希望の砦」共同代表 谷山 實 

 

計測所周辺の除染作業 

通学路計測 

 惣菜全商品の原材料表示、WEBで行っています！ 
 

よつ葉生協では「くらら」商品取り扱い選定基準にそって商品のご案内を行い、原材料

も「くらら」に表示することを原則としてきましたが、惣菜コーナーの商品に関しては、

紙面の都合上載せきれず、大きな枠でご案 

内した商品に限って記載を行ってきました。 

しかし、ＷＥＢ注文では紙面の制約を受け 

ずに記載できるためシステムの改善を行い、 

今年秋よりすべての商品で原材料の記載を 

しております。ＷＥＢ注文を行っていない 

方も組合員番号と電話番号でログインでき 

ますので、原材料をご確認したい時はご利 

用ください。 
商品を選択して「原材料」をクリック  

くらら掲載 
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参加してみませんか    

栃 木 

ぶらり 蔵の街 とちぎ 
歌麿の愛した街とちぎを散策しませんか？ 

日 時：2023年 1月 24日（火）10：00～12：00 

                （受付 9：45～） 

会 場：栃木市内 

参加費：無 料 

定 員：15人    託 児：な し 

締切日：2023年 1月 13日（金） 

主 催：文化委員会 

申込・問合せ：よつ葉生協 本部 中村 TEL 0120-07-1613 

＊石畳や段差がありますのでご了承ください。 

 詳細は申し込み頂いた方へ別途ご案内いたします。 

那須塩原 

『リネンに彩る植物刺繍』 

ハンカチに刺繡をしてみよう 
リネンのハンカチにワンポイントの植物の刺繍をします。忙しい

生活の中でも可愛いものを見るとホッとできたり、心ときめいた

りしますよね。そんな可愛いワンポイント刺繡入りのハンカチを

作ってみませんか。 

日 時：2023年 1月 24日（火）10：00～12：00 

                （受付 9：45～） 

会 場：稲村公民館（栃木県那須塩原市若草町 117 ｰ 1） 

参加費：組合員 大人 1000円 

    一 般 大人 1200円 

定 員：10人   託 児：な し 

締切日：2023年 1月 13日（金） 

主 催：那須塩原委員会 

申込・問合せ：よつ葉生協 本部 中村 TEL 0120-07-1613 

 

栃 木 

日本刺しゅうを学ぼう 
日本伝統の 1つ、刺しゅうを間近に見て学んでみませんか 

日 時：2023年 1月 26日（木）10：00～12：00 

                （受付 9：45～） 

会 場：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館 3F創作室 2 
    （栃木県栃木市入舟町６−８） 

参加費：無 料 

定 員：5人     託 児：な し 

締切日：2023年 1月 13日（金） 

主 催：栃木委員会 

申込・問合せ：よつ葉生協 本部 中村 TEL 0120-07-1613 

 

つくば 

実践してみよう！ナチュラルクリーニング 
太陽油脂さんをお呼びして、ナチュラルクリーニングの方法やコ

ツを実践を通して教えて頂きます。環境にやさしいナチュラルク

リーニングのコツを楽しく覚えて、ぜひご活用ください。子連OK

です！ 

日 時：2023年 2月 7日（火）10：00～12：00 

               （受付 9：45～） 

会 場：豊里ゆかりの森 宿舎あかまつ 森のセンター 

    （茨城県つくば市遠東 676） 

参加費：組合員 大人 100円 

    一 般 大人 200円 

定 員：20人 

託 児：な し 

締切日：2023年 1月 27日（金） 

主 催：つくば委員会 

申込・問合せ：よつ葉生協 本部 中村 TEL 0120-07-1613 

 

 高 崎 

みんなで手前味噌作り 
日本独自の優れた発酵食品の味噌！手作りしてみません 

か。鎌田醤油さんから教えていただいたコツをおすそ分 

けします！約 3.5㎏の味噌が作れます。託児はありませ 

んが、お子さんもご一緒にどうぞ！ 

日 時：2023年 2月 13日（月）9：30～14：00 

                （受付 9：15～） 

会 場：高崎市中央公民館 調理室（予定） 
（群馬県高崎市末広町２７） 

参加費：組合員 大人 2000円 

    一 般 大人 2300円 

定 員：5人    託 児：な し 

締切日：2023年 1月 27日（金） 

主 催：前橋・高崎委員会 

申込・問合せ：よつ葉生協 本部 中村 TEL 0120-07-1613 

＜持ち物＞5㎏入る容器・エプロン・三角きん・圧力鍋（ある人） 

 

よつ葉文庫 

NO.1290  紛争解決入門の巻『戦争を平和にかえる方法』  

ぶん＝ルイズ・アームストロング   

え＝ビル・バッソ 

やく・かいせつ＝筑紫 哲也 

        

                    1982年に出版された「絵本」です。 

                   40 年前に描かれていたことが、今の

現実そのものです。 

                   絵本ですが大人が子供に教えられ、今

の大人がちょっと恥ずかしい内容で

す。平和は仲の良い人が作るのではな

く、仲の悪い人が作るもの。だから平

和交渉は大変なのです。だから価値が

あるのです。    （会長 冨居） 赤いリボンです。 

年末は交通量が増えます。 

運転手の注意喚起と交通 

事故 0を目指して、年内 

最後まで安全に気を付けて 

商品をお届けする決意の 

配送トラックのサイドミラーに赤いリボンを 

 つけています。 




