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    支援者の皆々様へ
菅谷　昭

　皆様、その後もお元気でお過ごしでしょうか。い
つもあたたかなご支援、ご協力、そして励ましのお
心遣い、深く感謝申しあげます。
　はじめに私事で恐縮でございますが、この３月で
２期８年の市長任期も終了し、昨年後半が過ぎる頃
から、残余の人生をもっと別な形で歩んでまいるこ
ととしておりました。しかし、結果的には私の意に
反して、36 年振りの無投票という形で、三たび市
政運営を担うことになってしまいました。選挙前、
さまざまな機会を通じて、若い世代の方々の立候補
を訴えていたのですが……。自らの人生を自分の意
志で決めることのできないことに、何とも言えない
歯がゆさを覚えています。
　ただいずれにしましても、３期目の市政運営を担
うことになったからには、市民に対する行政サービ
スをより一層充実させ、安定した行財政基盤の下、
マンネリに陥ることなく、これまで通り堅実、着
実、誠実に努めてまいりたいと考えております。な
お、チェルノブイリ医療基金の活動につきましては、
千原理事長以下、理事の皆様方に大変ご迷惑をおか
けして申し訳なく思っていますが、私も公務に支障
のない限りお手伝いさせていただきたく存じますの
で、よろしくお願い致します。

◆セブルク・オリガ医師、研修スタート◆
　ご承知の通り、当基金の支援事業の一環として、
ベラルーシ共和国の医師を医療研修、特に周産期医
療を中心とする研修目的で招聘しています。今回は
４人目で、小児科の女性医師が来日し、３月 19 日
から長野県立こども病院で、当基金の理事でもある
中村友彦副院長の指導の下、研修を開始しました。
　彼女は首都ミンスクの医療機関に勤務しており、
この度の研修では新生児医療領域における最新の医

学知識や医療技術を学びたいと、強い意欲を燃やし
ていました。過日の中村先生の話では、セブルク医
師は大変優秀、かつ積極的に取り組んでおり、また
最近、英論文を書きあげたとのこと、わずか３カ月
の研修期間で臨床研究をまとめる作業は、正直のと
ころ大変なのですが、すばらしいことです。これは
当基金の医師研修支援事業が着実に根付いている証
でもあり、支援者の皆様にあらためて感謝申しあげ、
大きな喜びとしたいと存じます。なお６月中旬頃に
帰国予定です。

◆ベラルーシ少年少女音楽舞踊団、来日公演◆
　「まさか、このようなことが！」
　５月 19 日、モーズリ市の少年、少女たちが松本
の地で最終公演を行ってくれました。12 名の子ど
もたちは、連日にわたる福島県内での５回の公演の
疲れも見せず、福島県などから松本地域に自主避難
している親子らを前にして、一生懸命歌い、踊って
くれ、その光景を目のあたりにし、私は深い感動を
覚えると同時に、他方で複雑な思いにとらわれてい
たことも事実でありました。
　2001 年に出版した若い世代向けの拙著、「ぼくと
チェルノブイリのこどもたちの５年間」の“あとが
き”の一節で、私はこんなことを書いています。

　チェルノブイリの子どもたちは、悲しみや苦しみ
を、今もそしてこれからも、ひきずっていかざるを

４人目の研修でオリガ医師を迎えて
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得ないでしょう。しかしもう一方で、明るく健気に
自分の命を大事にしながら、明日への希望を胸に、
精いっぱい生きていることも事実です。
　勇気とやさしさを秘めた日本の皆さんが、彼らの
生き方に共感し、さらに皆さんの心の中に、彼らと
共に歩んでいこうとする気持ちが生まれたとした
ら、ぼくにとってこれ以上の喜びはありません。

　誠に残念ながら、今や日本の汚染地域等に生きる
少年少女たちは、まさにチェルノブイリの子どもた
ちと同じ立ち位置になってしまったのです。これか
らは両国の若者たちが共に手を差しのべあい、友情
を深め、世界平和のために、さまざまな活動を展開
してくれることを願ってやみません。
　そのような意味でも、今回の当基金による交流公

演事業は、日本の他の団体ではなし得ない、極めて
大きな意義を持つイベントであったと確信していま
す。千原理事長、大谷、宮田、鳥居理事をはじめ、
ご尽力いただいた多くの関係の皆様に心より御礼申
しあげます。
　この他にも５月中旬過ぎ、ベラルーシ共和国の行
政関係者２名が当基金の招きにより、長野県の優れ
た周産期医療体制並びに医療現場の視察の目的で来
日しております。
　私もこの夏、中村副院長、千原理事長とともに、
チェルノブイリ事故後のベラルーシの現況視察のた
め出かける予定としております。次号ではその報告
をさせていただきます。
　節電のため、暑さ対策に工夫を凝らし、この夏を
お元気で乗り切って下さい。

チェルノブイリ医療基金　平成24年度総会
　いつもチェルノブイリ医療基金をご支援ください
まして誠にありがとうございます。
　さる、6 月 10 日（日）当基金の平成 24 年度総会
を開催いたしました。役員改選に伴い、代表理事に
千原幹司氏が再任されました。

代表理事　千原幹司
理　　事　�大谷公人、中澤啓子、中村友彦、橋本すみれ、

宮田貴美子、鳥居洋子、矢舘久子（新任）
監　　事　北和田眞理子

― 平成 23 年度活動報告・24 年度活動計画 ―
　福島第一原発事故後、菅谷先生への講演依頼が殺
到し、先生は公務の合間をぬってできる限り引き受
けられ、日本全国を飛び回っておられます。そして、
それはまだまだ今後も続きそうです。
　ベラルーシからの医師招聘は 3 月 16 日にセブル
ク・オリガさんが来日、長野県立こども病院にて 3
カ月間の研修を終え、6 月 12 日帰国されました。
　ベラルーシ少年少女音楽舞踊団の福島交流公演は
5 月 13 日より 18 日まで、福島県のいわき市、郡山市、
二本松市、福島市、西会津町の 5 カ所（幼稚園・小
中学校）を回り子どもたちと交流しました。19 日
は松本市で福島県などから避難されているご家族と
の交流をし、22 日帰国しました。
　5 月 22 日から 25 日まで、ベラルーシ保健省のボ
クダンさんとリャハさんが来日。長野県立こども病
院、信州大学病院、丸の内病院、長野日赤病院など
精力的に視察されました。

7月23日より29日までベラルーシ訪問。菅谷先
生、中村先生、千原理事長、慶応大学の医学部の
学生３名も同行します。

平成 23 年度　収支報告
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで（単位：円）

前期繰越金

＜収入の部＞
　　寄付金
　　会費
　　利息
　　雑収入
　　返却金
　　合　計

＜支出の部＞
　　ニューズレター発行
　　旅費・交通費
　　交際費
　　駐車料
　　支払手数料
　　家賃
　　保険料
　　通信費
　　水道光熱費
　　会議費
　　登録諸費用
　　図書費
　　研修費
　　会費
　　工事費
　　雑費
　　合　計

次期繰越金

15,973,935

1,833,904
9,000
135

44,700
87,410

1,975,149

300,314
107,780
12,760
150
0

702,000
0

167,086
126,258
127,509

0
0

450,000
15,600
100,000
54,484

2,163,941

15,785,143
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　長野県立子ども病院
での研修が始まって２
カ月がたちました。私
はこの間に、NICU や
外来の業務、および医
療ケアの組織体系や医
学教育システムを学び
ました。ベラルーシと
違って、日本には医療
保険に基づく医療ケア
システムがあり、病院
の多くが私立です。
　 私 は、 主 に NICU 
での研修を受けさせて

いただいており、毎日の回診やカンファレンスに参
加し、また興味深い、有益な講義を受けています。
出産や帝王切開も立ち合わせていただき、医師や看
護師の手技や、検査・診断をどのように行うかを学
びました。また、新生児のそれぞれの段階における
治療手順や外科的治療の手技、薬剤の使用方法など
も学びました。仮死状態・低酸素（症）状態の小児
に対する新生児低体温治療の応用についても、より
多くの経験を得ました。病院の特殊性から、世界で
もきわめて稀な疾患を診る機会にも恵まれました。
遺伝子異常や先天的奇形の患者がこの病院に搬送さ
れてくるからです。それらの疾患の発症頻度は 10
万人に１～３人というものです。
　私は、『US and MRI abnormalities and neurological 
outcome after 18 month corrected age in very 

preterm infants』という研究も行っています。こ
の研究テーマでのデータ収集の段階は終りましたの
で、今現在はデータの分析と論文執筆に取り組んで
います。当科（NICU）および医師の方々に対する
私の印象は、すばらしいの一言につきます。皆さん
が私を助けてくださり、必要なあらゆる支援をして
くださいます。
　日本と長野県立こども病院に対する印象ですが、
この病院の医師と看護師の皆さん方は高度の訓練
を積んでおり、また優れた医療機器も備えていま
す。日本にはたいへん魅力的な自然の美しさがあり、
人々は礼儀正しく、いかなる場合でも責任感が強い
と感じます。そして日本には、新鮮ですばらしい食
べ物がたくさんあります。
　CMF と 長 野
県立こども病院
に対しては、一
年の中で最も美
しく、素敵な時
期に日本を知る
機会を与えてく
ださったことに、感謝の気持ちでいっぱいです。こ
の出会いは本当に印象深く、一生忘れられない思い
出となるでしょう。
　日本という国は、特有の自然や、知性・礼節・優
しさを備えた人々、そして独特の料理―世界で最も
おいしく、価値の高い料理―を持った魔法の国とし
て、私の記憶にとどまり続けると思います。本当に
ありがとうございます。

オリガ医師の研修
長野県立こども病院

新生児科

三代澤幸秀

　オリガさんは 3 カ月間長野県立こども病院で研修
をされました。オリガさんは小児科医・新生児科医
として豊富な経験を持ち、明確な目的意識を持って、
日本の新生児医療の良い点を懸命に吸収しようとさ
れておりました。朝夕の回診に参加し、蘇生や搬送
にも同行し、入院があれば処置や患者さんの様子
をみて、積極的にわれわれスタッフに質問されてお
りました。質問は的確で、われわれが教わることも
しばしばでした。理解が非常に早いため、われわれ
スタッフのつたない英語力でも良好なコミュニケー
ションをとることができました。

　知的でユーモアのある大人の女性という印象で、
スタッフ誰もが好印象を持っていたと思います。英
語の苦手なスタッフには英語を勉強する意欲を与え
たようで、あわてて英語の教材を購入して、コミュ
ニケーションを図ろうとする者もいました。オリガ
さんの母国ベラルーシでは英語の教科書を入手する
ことも容易ではないそうで、時間があるときは常に
洋書を読んでおられました。恵まれた環境にいるわ
れわれはもっと勤勉でなければならないと、オリガ
さんの姿勢に教わる思いでした。
　母国には愛する夫とかわいらしい 9 歳の娘さんが
いらっしゃるそうで、いつも気にかけておられまし
たが、ご家族の寂しい思いに値する貴重な経験をさ
れたのではないかと思います。今後オリガさんがベ
ラルーシの新生児医療の発展に尽くしていただける
ことを期待しています。

魔法の国日本

Sevruk Olga

修了書を受け取るオリガ医師
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ベラルーシ少年少女音楽舞踊団に同行して
大谷　万悠

　私は、チェルノブイリ医療基金のボランティアス
タッフとしてベラルーシ少年少女音楽舞踊団の福島
交流公演に同行しました。写真から見られるように、
舞踊団の子どもたちは各小中学校、幼稚園で生徒た
ちと楽しそうに交流していました。
　私が同行していて一番印象的だったのは、舞踊団
の子どもたちと福島の子どもたちが、言葉が通じな
くてもあっという間に親しくなってしまう姿でし

た。どちらの子ど
もたちも初めは恥
ずかしがっていま
したが、身振り手
振りで話したり一
緒に遊んだりする
うちに仲良くなり、帰り際には握手や抱擁を交わす
ほど打ち解けていました。お互いの言葉はあいさつ
程度しか知らなくても、「ありがとう」「スパシーバ」
と言い合って一緒に手を取り踊る子どもたちの笑顔
に、見ている私も楽しくなるような１週間でした。
　今回の交流公演が、福島の子どもたちとベラルー
シの子どもたちをつなぐきっかけとなり、今後も交
流が続いていけばいいなと思います。

5/14  いわき市立内町小学校

5/16  二本松市の同朋幼稚園

5/17  福島市立平野中学校

5/15  郡山市立高瀬中学校

5/16  二本松市の同朋幼稚園

5/18  西会津町立西会津中学校

5/15  郡山市立高瀬中学校

5/17  福島市立平野中学校

5/18  西会津町立西会津中学校
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5/19  菅谷・松本市長挨拶

日本の伝統：箸の使い方

5/19  舞踊団から菅谷市長にお土産

日本の伝統：給食

5/19  松本太鼓演奏に挑戦

日本の伝統：鯉のぼり

交流風景
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2012年 5月 14日～ 19日

ベラルーシ少年少女音楽舞踊団　福島交流公演
～福島県いわき市・郡山市・二本松市・福島市・西会津町・松本市～

大谷　公人

　私は長野県の公立中学校の教員をしています。５
月の福島交流公演が無事に終わり、今は落ち着いた
普通の学校生活に戻っていますが、ベラルーシ少年
少女音楽舞踊団の皆さんと一緒に過ごした日々は、
忘れられない思い出になっています。
　ベラルーシから音楽舞踊団を招待して、福島県内
を公演して回り、彼らが元気に歌い踊る姿を見ても
らうことで、福島の子どもたちに元気になっても
らったり、両国の子ども達の国際交流のきっかけを
つくったりしようと、始めた企画でした。幸いにし
て福島県内の多くの方の協力を得ることができ、福
島県内５カ所と長野県松本市で公演を行いました。
　５月 14 日・いわき市立内町小学校、15 日・郡山
市立高瀬中学校、16 日・二本松市の私立同朋幼稚園、
17 日・福島市立平野中学校、18 日・西会津町立西
会津中学校、そして、20 日・長野県松本市青年の家。
　子ども達は、疲れていても交流が始まるとすぐに
笑顔になり、積極的に日本の子ども達と触れ合おう
としていました。そして公演が始まると、プロ顔負

けの歌声と顔つきになりました。舞踊団のメンバー
は６歳～ 14 歳ですが、とてもそうは思えず、堂々
としていました。自信を持って歌ったり踊ったりす
る姿から、自分の持っている特技や良い点を伸ばし
て育てていくという教育方針であるように感じまし
た。団長のスベトラーナさんの指導は厳しく、彼女
の一声で、子ども達の合唱は一気に大きく張りのあ
る声になりました。最初のうち、一人だけとまどっ
ていた６歳の男の子がいたのですが、その子に泣き
ながらも厳しくリハーサルを行わせていました。
　公演の受け入れをしてくださった幼稚園、小学校、
中学校は大変だったと思いますが、それぞれに楽し
い企画を考えていただきました。感謝いたします。
両国の子ども達ともに大変喜んでいました。
　この交流をきっかけに、ベラルーシに関心を持っ
た生徒も多かったようです。ある１年生の生徒は、
自分達が３年生になった時には、今度は自分たちが
ベラルーシに舞踊団のメンバーに会いに行きたいと
話していました。２年後が楽しみです。

歌声に心癒されて　ベラルーシ少年少女音楽舞踊団　福島交流公演
大山和子��郡山市立高瀬中学校教諭

　５月 15 日（火）、高瀬中学校体育館には、高瀬
中学校生徒 157 名、高瀬小学校児童 130 名、教職
員と保護者約 30 名が集い、舞踊団の子ども達の
美しい歌声と愛らしい踊りに魅了されました。
　福島原発の事故以来、夢中で過ごしてきた私た
ちにとって、心温まる、癒しのひとときとなり
ました。「一緒に踊りましょ
う」の呼びかけに大勢の生徒
がステージに上がって踊りま
した。同じ境遇の子ども達が、
あんなにも仲良く楽しそうに
交流する姿を見て、子ども達
の未来を守らなければと強く
思いました。
　会の終了後にはサインを求めて生徒達の長蛇の
列ができました。舞踊団の皆さん、関係者の皆様、
ありがとうございました。

藤田美智子��福島市立平野中学校教諭

　２年１組の教室には、今も簡単なロシア語のフ
ラッシュカードが貼ってある。私が失敗をすると、

「ニチェボー」と声を掛けてくれたり、「スパシー
バ」という言葉が飛び交ったりする。ベラルー
シ少年少女音楽舞踊団との交流は、子どもたちに
とって、中学校時代の忘れがたい思い出になった

にちがいない。
　公演では、特に、自分たち
さえ知らない日本語の歌を
歌ってくれたことにいたく感
動していた。この日のために
練習を積んだことを、福島の
自分たちへの思いとして受け
止めていたようだ。交流が

きっかけで、地理の授業のレポートに「ベラルー
シ共和国」を選んだ生徒もいる。
  準備にあたっては、教職員も盛り上がった。「ベ
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ラルーシの国旗は？」「12 人の子どもたちの愛
称は？」「歓迎の垂れ幕のロシア語はこれでいい
の？」　
　交流を引き受けて本当に良かった。私のクラス
に浜通りから避難してきている女子生徒がいる。
交流にあたって、彼女はひそかにロシア語の会話
集を求めて勉強していた。「ゲームの司会を私に

させてください」との申し出でそれを知った。当
日は、折り紙で作ったマトリョーシカボックスを、
クラスに来た３人の少女に渡していた。喜ぶ笑顔
を見てうれしそうだった。私には、いつも物静か
な彼女の笑顔が何よりうれしかった。
　交流を企画し、熱心に準備していただいたチェ
ルノブイリ医療基金の皆様に心から感謝したい。

「元気が出た」
　ベラルーシの人達が来た。言葉が通じないという
ことは経験したことがないのであまり気にしていま
せんでした。それに、誰かが通訳するのかな、どう
いう人達なのかな、自分たちと違うところはあるの
かなとわくわく感でいっぱいでした。
　そして、一緒に琴をやろうとしたとき、言葉が通
じないのがどんなに不便かを知りました。何で言葉
は一緒じゃないのかな、これが戦争の悲惨さの始ま
りなんじゃないのかと思っていました。でも、楽し
かったです。
　そして、歌を聴いていたら本当に元気が出ました。

日本の曲を聴いて
もあまり元気が出
なかったのに、す
ごいなーと思いま
した。そんな力が
う ら や ま し い で
す。　（益山喜気）

「ベラルーシからの贈り物」
　ベラルーシから子どもたちが来てくれました。３
時間目は習字をしました。私たちの班に来た子はア
ンゲリータという子です。とてもかわいくて、お人
形さんのようでした。習字の準備をしてあげると、

「ありがとう」と言われたので、「バルジャールスタ
（どういたしまして）」と言いました。「ん？」って
顔されたけど、すぐニコッと笑ってくれたので「伝
わった～」と思って安心しました。4 時間目はドッ
ジボールをしました。小さい子も楽しんでいて良
かったです。5、6 時間目には歌と踊りを発表して
くれました。とてもかわいくて上手でした。小さい
子も頑張っててすごいと思いました。日本語もとて
も上手で練習たくさんしたんだなぁ～と思い、とっ
てもうれしかったです。被災した方々もこんなふう
に楽しくなれたらいいと思います。　　（赤城優依）

「ベラルーシとの交流」
　5 月 18 日にベラルーシとの交流がありました。
直前までバタバタして、うまくいくかな？と色々考
えていました。それに私は習字班で、班を決めてま
とめるなどをしなければなりません。ですが、ベラ
ルーシと日本では言葉が違うので、「まとめるって
どうするんだ !?」「どう教えればいいんだー！」な
どと色々パニックになりながらもがんばりました。
　次に、みんなでドッジボールをしました。ドッジ
ボールの時、一緒に外野を守るベラルーシの人と
仲良くなりたいなぁと思い、とりあえず、「What’s  
your  name?」と聞いてみました。さすが、英語の
発音が上手でゆっくり言ってもらい仲良くなれまし
た。やっぱりこういう交流があると英語って大切だ
なぁと思います。What’s  your  name? って使える
なぁと思いました。それで、タチャーナとコーリャ
と仲良くなりました。ベラルーシの人ってきれい
だぁと見とれてしまうほど、かわいくてきれいな二
人です。そんな二人とも仲良くなれて、歌も聴けて、
良い経験ができました。　　　　　　　（薄上叶香）

「言葉が通じない世界」
　ベラルーシ舞踊団が来るまではとても不安でし
た。どんな子だろう、話すときどうしよう、仲良く
なれるかな、色々思っていました。当日、社会で勉
強をしていて外に一台バスが止まりました。とても
ワクワクしながら制服に着替え、音楽室に行きまし
た。見たら小さい子もいてびっくりしました。
　私は和佳奈ちゃんと一緒に６歳のポリーナちゃん
と琴を演奏しまし
た。ポリーナちゃ
ん は 私 の こ と を

「かほ」とぎこち
なくですが呼んで
くれました。嬉し
かったです。

西 会 津 中 学 校 の 生 徒 の 皆 さ ん か ら
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編集後記

　３月からCMFの医療支援がフル活動しておりま
す。紙面の都合上、各地で講演したかわいらしい舞
踊団の子どもたちの写真は７月中にホームページに
アップいたしますので、ご期待ください。
ちょっとイイ話

＊ディズニーランドでガイドの大学生に淡い初恋？
＊同ランドでママに似た女性に思わず触れた少女
＊お相撲さんにランドで遭遇（写真左）
＊帰国する成田で震災の義援金箱を子どもたちが囲み、
　説明を受け、残った日本円を募金（写真右）

　今回の支援活動に当たり、通訳の小川さん、そし
て福島から松本まで舞踊団の写真広報担当の大谷万
悠さん、松本から合流した通訳の伊藤由里耶さん、
東京お台場で引率し７月にベラルーシを訪問する慶
応の北川剛裕さん、長野から日帰りでディズニーラ
ンド引率の伴祐人さん、ありがとうございました。

制作協力：株式会社じほう　印刷：株式会社スペース企画

　ホールで見た歌と踊りは、とてもかわいく、すご
く楽しそうでした。日本の歌まで歌ってくれて感動
しました。終わりになり寂しくなりました。最後の
出発まで見送りたかったです。言葉が違ってもジェ
スチャーなどをやって、会話ができました。

（鈴木香穂）

　初めてベラルーシの人を見たときは、とてもきれ
いな人だと思いました。けれど、同い年だというの
はびっくりで、公演をいざ見ると、あまりにもうつ
くしい歌声と踊りで、びっくりでした。特に日本の
歌を歌ってくれたときは、涙腺もゆるんで、「あの
お話（雪とパイナップル）を読むと、きっととても
苦労した人達なのに、私よりもずっと強く自分の足
で立っている」そんな印象でした。そして小さな女
の子に花が渡ったとき、日本とベラルーシに新たな
きずなが生まれた、そう感じました。

（阿部真奈実）

　私は、ベラルーシ少年少女音楽舞踊団の存在を知
らなかった。だけど今回、交流をしてみて、ベラルー
シの人達をとても好きになった。給食は一緒に食べ
ることができなかったけど、何度も挨拶を交わした
ので嬉しかった。最後に、歌を歌ってくれた。プレ
ゼントももらった。日本の歌「朧月夜」などを歌っ
てくれた。とても上手で日本語も上手だったので
びっくりした。とても感動した。またベラルーシ少
年少女舞踊団の人達と交流したいと思った。

（磴澪凪）

　ベラルーシの皆さんの歌や踊りを見て、すごくか
わいいと思いました。色白で目ぱっちりで、スタイ
ルが良くてうらやましかったです。あと、100 人以
上いるお客さんの前で、オドオドせずに歌ったり
踊ったりする姿を見てすごいなと思いました。今度
は、私がベラルーシに行ってみたいです（江川咲彩）

　ベラルーシからわざわざ来るということを先生か
ら聞き、１カ月前からわくわくしていました。実際
に公演を見ると、一人一人がとても生き生きしてい
ていっぱい元気をもらいました。また見る機会があ
ればもう一度見てみたいです。　　　　　（石川陸）

※他にも、古川史歩さん、佐藤瑞季さん、伊藤果林さん、
佐藤麗華さん、斉藤美紅さん、伊藤美森さん、雅楽川弘平
さんが感想文を寄せてくださいました。ありがとうござい
ました。紙面の都合上、割愛させていただきました。

オクサナ医師からのお知らせ
　県立こども病院中村医師から、「オクサナ医
師の論文が発行され、論文中にCMFにサポー
トされたことも表記してありました」と報告
がありました。

３人目研
修医

▲第２子誕生！

オクサナ医師の論文


