
ガンマ線(セシウム)の測定結果【食品】

試料名 採取地 採取年月
セシウム値（Bq/Kg生)

Cs137+Cs134

銀杏(食用部) 双葉郡大熊町野上 2016年11月 574

ゆず 双葉郡浪江町樋渡 2016年12月 231

猪肉 いわき市遠野町入遠野 2016年11月 122

アミタケ 会津若松市 不明 111

ハイイロシメジ いわき市植田町桜台 2016年11月 99.4

ひらたけ いわき市小名浜玉川町岩出 2016年11月 41.6

ブルーベリージャム ブルガリア 不明 17.4

キウイ 双葉郡楢葉町 2016年12月 11.4

ゆず いわき市鹿島町久保 2016年11月 11.0

ゆず 双葉郡楢葉町井出 2016年12月 10.7

あんぽ柿 国産 不明 2.9

野菜などに比べ、比較的線量が高いとされる果実類やきのこ類は今でも一般食品基準値を超えるものが

多くあります。これから山菜の季節を迎えますね。山間の汚染は場所によって様々ですので食べる際に

は事前の測定をお勧めします。

たらちねの活動に、いつも温かい応援をいただきまして誠にありがとうございます。
原発事故を受け、2011年5月から測定室の準備を始め同年11月にをオープンをしてから6年が
過ぎました。当初、私たちは、この活動を「3年ほど行えば終了することができるかもしれな
い」と漠然と考えておりました。しかし、たらちねの日々の活動により放射能汚染の実相を深
く知ることになりました。それにより、この活動を継続することの必要性を強く感じ、今に
至っております。
これまでの間、ご支援者のみなさまのお気持ちに支えられ、また歩みをともにし、二人三脚で
進んでまいりました。今年度は、新たにクリニック事業にも着手をし、活動の幅と奥行きが深
くなる年と考えております。
活動を通じて、子どもたちの健康と未来を守り、地域の人々とのつながりを大切に紡いでいき
たいと思います。どうぞ、これからも私たちとこころを合わせて、応援をいただきますようお
願い申し上げます。

たらちね を応援してくださる皆さまへ



試料名 採取地 採取年月
セシウム値（Bq/Kg)

Cs137+Cs134

掃除機のゴミ
(パナソニック サイクロン式)

いわき市平下平窪 2016年12月 10,330

掃除機のゴミ
(ダイソン サイクロン式)

いわき市小名浜花畑町 2016年12月 2,183

野ばら(葉と実) 双葉郡大熊町 2016年11月 452

掃除機のゴミ
(シャープ サイクロン式)

いわき市小名浜大原 2016年11月 249

掃除機のゴミ
(シャープ サイクロン式)

いわき市小名浜大原 不明 245

薪ストーブの灰 長野県小諸市菱平 2016年4月 82.8

ガンマ線(セシウム)の測定結果【土壌/資材】

クイックルワイパー
(使用済)

いわき市小名浜花畑町 不明 119

クイックルワイパー
(使用済)

いわき市小名浜大原 不明 183

クイックルワイパー
(未使用)

未使用 不明 不検出

掃除機のゴミは現在も高い数値が検出されています。

薪ストーブの灰は燃やすことによりセシウムが濃縮され、このような数値が検出されています。

また、燃焼以外にも乾燥させたり、煮詰めたりすることでも濃縮されます。

干し柿や切干大根、梅干し、ジャムなどは生の状態で測るのではなく、出来上がった状態で測った方が

より確かですね。

ベータ線(ストロンチウム90)の測定結果

メバルの骨(2015年9月6日採取)

ストロンチウム90 1.92Bq/kg骨乾±0.089

※検出下限値 0.24Bq/kg骨乾

メバルの身(2015年9月6日採取)

セシウム137+134 68.1Bq/kg生±11.5

※セシウム137 51.6Bq/kg生 検出下限値11.5Bq/kg生

セシウム134 16.5Bq/kg生 検出下限値5.3Bq/kg生

昨年の海洋調査で採取したメバルの骨からストロンチウム90が検出されました。

今後も海洋汚染が進む中、継続的な測定をしていきたいと思います。



たらちねは2011年11月13日の開所より食品・土壌・全身の放射能測定、甲状腺検診、トリチウム・ス
トロンチウム90のベータ線測定、保養事業の事務局など多岐にわたる活動を続けてまいりました。
そしてこの度、子どもたちや地域住民の皆さんを守る新たな取り組みとして『たらちねクリニック』
を開設します。地域の方々の心と体に関する不安や疑問に向き合い、一人ひとりの体調や心配事を見
すごさず、地域で安心して暮らすための様々なサポートに努めていきます。
昨年よりインターネット等を通じ「たらちね検診センター開設プロジェクト」として多くのご支援や
応援をいただき、開設に向けて準備も順調に進んでおります。
ご支援、応援を寄せてくださる皆さまには引き続き見守っていただきますようお願い申し上げます。

日本初!!民間の医療施設『たらちねクリニック』がオープンします

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

●
7 8 9 10 11 12 13

● ● ● ● ●
14 15 16 17 18 19 20

● ● ● ● ●
21 22 23 24 25 26 27

● ● ●
28 29 30 31 6/1 2 3

健康相談会受付開始日 ５月2日(火)
保険診療開始日 6月1日(木)

5月中は健康相談会のみとなります。
お茶を飲みながら健康についてゆっくりお話ししてみませんか？
どなたでもお気軽にお越しください。

５月
健康相談会時間

※来院前にお電話ください

TEL 0246-38-8031

●内科・小児科 ●全身放射能測定
●甲状腺検診 ●血液検査
●健康相談 ●尿中のセシウム測定

※診療は予約制になります

診療時間 月 火 水 木 金

9:00～12:00 ● ● ● ★ ●

14:00～16:30 ● ● ● ● ●

診療案内 ※保険診療は6/1から

●→相談会受付日

午前9:00～12:00
午後14:00～16:30

クリニックの
看板を設置しました

★診療内容に変動がございます(詳しくはお問合せ下さい)



認定NPO法人 いわき放射能市民測定室 たらちね
〒971-8162 福島県いわき市小名浜花畑町11-3 カネマンビル3F
TEL 0246-92-2526 FAX 0246-38-8322 ※ファックス番号が変わりました
メールアドレス tarachine@bz04.plala.or.jp
HP http://www.iwakisokuteishitu.com/ 
Facebook https://www.facebook.com/tarachineiwaki/

沖縄・球美の里子ども保養プロジェクト 夏休み保養参加者大募集中(学童保養)
申込期限 5/22まで
第77次 2017年7月19日～2017年7月26日
第78次 2017年8月3日～2017年8月10日
第79次 2017年8月18日～2017年8月25日

「たらちね」の活動は、みなさまからのご寄付でまかなわれております。
子どもたちの命を守るためにご支援・ご協力をお願い申し上げます。
※「たらちね」は認定NPO法人です。年間3,000円以上のご寄付は税金が控除になります。
詳しくは「たらちねホームページの寄付ページ」か「事務局」にお問い合わせください。

ご寄付のお願い

《ゆうちょ銀行からのお振込み》
ゆうちょ銀行 02240-5-126296 トクヒ）イワキホウシャノウシミンソクテイシツ

《ゆうちょ銀行以外の他銀行からのお振込み》
東邦銀行 小名浜支店 店番号 605 普通預金 口座番号 1389887
トクヒ）イワキホウシャノウシミンソクテイシツ タラチネ

※Paypalによるクレジット決済も可能です

クリニックのオープンに向けて機器も続々搬入中です！

"土田英順" 東日本大震災復興支援チャリティ・コンサートin  Iwaki～2nd～
日時：2017年6月17日（土）14：30開場 15：00開演～16：30終了
場所：いわき市文化センター 大ホール
参加費：999円 未就学児以下ひざ上鑑賞無料
座席：自由席 (当日券有り)
主催／申し込み／お問い合せ：認定NPO法人いわき放射能市民測定室たらちね


