東日本大震災の被害をうけて神奈川県に避難している“子どものいるご家庭”を対象とした月刊情報誌

開催日： ５月１８日(土) 10：00～13：00
会 場 ： 財団法人神奈川県地域労働文化会館（横浜市南区）
参加家族 ： 18 家族
主催：東日本大震災避難者連帯事業実行委員会

神奈川県内に震災の影響で転入してきた児童、生徒は約 700 人います。
守りたい・子ども未来プロジェクトでは昨年から、東日本大震災避難者連帯事業実
行委員会に協力して県内に避難している受験を控えている生徒とその保護者に
向けて高校入試説明会をご案内しています。
昨年の 11 月の説明会では 31 家族が参加され、説明会に参加したお子さんた
ちもそれぞれの高校に進学されたと思います。
今年の説明会は昨年の説明会を踏まえて、より今後の受験に役立つよう生徒
と保護者の皆様に高校入試・進学に対する情報が提供出来たと思います。
6 月からはいよいよ各高校の説明会が実施されま
す。今回の説明会に参加した生徒たちにはまだ、高校
受験の実感が湧いていないようでしたが、夏を迎える
ころには夏期講習など周囲の環境も変わってきて受
験を実感してくると思います。
（高校教諭）

神奈川での生活して行くことを決め新しく引っ越す
先の地域から通える高校を親身にアドバイスしていた
だきました。引越先の土地勘が無いのでとても参考にな
りました。
（保護者）

参加して良かったです。ありがとうございました。
高校の先生と直接お話できたのは、本当に良かったと
思いました。我が家は高校入学をきっかけに福島県に
戻るか、神奈川県に残るか悩んでいました。具体的な
話も交えて、相談にのってもらえ、今後の進路を決め
るのに参考になりました。ありがとうございました。
（保護者 I さん）
保護者の皆さんも自分たちが受験していたころとは制度も変
わり、神奈川にはどんな高校があるのか？ 授業料は？ 私立
高校と公立高校の受験のスケジュールは？ など高校入試の
基本的な情報などを取りこぼさないように聞き入っていました。
（事務局）

去年の 6 月 8 日に「わらしこ」創刊号を発行しました。初回発送は 46 世帯。
今では約 300 世帯になりました。世帯数が増えるにつれてお届けする情報の幅
も広がってきました。そして少しずつ皆さんの紙面への参加、発送準備なども
手伝っていただいています。今では発送作業がちょっとしたミニ交流会になっ
ています。今回の発送にも９人の方（子ども 1 人）がお手伝いに来てくれてい
ます。
（封入と編集が同時進行中です）紙面でお届けできない急な募集情報な
どはメールでお届けしています。メールが届いていない方は事務局までご連絡
ください。

（ Mail: info.mamoritai@gmail.com ）

東電から説明会の日程（右かこみ参照）がお手元に
届いていますか？
東電の原子力損害賠償に関する請求書は内容が理解
しづらく、記入の仕方に悩まされることも多いかと思
われます。
また、急いで請求しなければならないとお考えの方
もいらっしゃるのではないでしょうか。
賠償の請求方法は東電への直接請求だけではありま
せん。請求を行う上で、慎重に判断されることが望ま
しいと思われます。
そのことに関して、
「福島原発被害者支援かながわ弁
護団」では注意を呼びかけています（同封別紙参照）
。
是非、窓口に行かれる前にご一読ください。
賠償請求に対して少しでも疑問な点や不安な点があ
りましたら、弁護士に相談することをお勧めします。
下記の通り、横浜弁護士会の相談会が開催されます。
幅広い情報を得ることと、ご自分の知識の再確認の為
にもご出席頂ければと思います。当日は無料の個別相
談会も行われます。

横浜弁護士会 相談会
７月６日（土）１０：３０から（開場１０：００）
① 横浜：アトム館内ビル４Ｆ045-211-7707（予約不要）
② 相模原市：横浜弁護士会相模原支部会館
042-751-0958（①を中継・要事前予約）
③ 小田原市：横浜弁護士会県西支部会館
0465-22-5671（①を中継・要事前予約）
詳しくはホームページをご確認ください。

http://www.yokoben.or.jp/index.html

トピックス
東京電力福島第１原発事故で避難指示が出され、
東電が仮払い処理をした福島県の１３市町村の住民
１万１千人超が、本賠償を請求していないことが、
東電のまとめにより分かった。
資料によると、５月末現在、１３市町村で仮払い
を受けたのは１６万５８２４人。未請求者の内訳は、
南相馬市６１０１人、浪江町１１１４人、富岡町
８３２人、いわき市８０８人となっている。
民法では、損害賠償の請求権は３年間で消滅する。
早ければ、来年９月に請求権の時効を迎える人がいる。
時効を回避するため、東電は今年２月、賠償書類の
ダイレクトメールを最後に受け取った時から時効期間
が始まるとすると発表した。（但し、東電が賠償対象と
認定した住民に限る。）
国会では５月末、原子力損害賠償紛争解決センターに
事前に和解協議を申し立てるなどの条件をみたせば、
時効を過ぎても東電に賠償を求めて提訴できるように
する特例法が成立している。
（H25.6.6 福島放送・スポーツニッポン－引用）

毎日の子育ての中での食材選び、みなさんはどうしてますか？
健康な体づくりに欠かせない毎日の食生活ですから、
いろいろなことが気になりますよね？
「みんなどうしているんだろう…？」
まだまだ続く子育て期間を乗り切る知恵を探す第一歩として
数名の方に、食材選びに関するアンケートを行ってみました。
今号ではその結果をご報告し、次号では食材・栄養関連の情報を掲載します。
Ｑ．食材・栄養・健康などの分野で知りたいことは？

Ｑ．食材を選ぶ時に気をつけていることは？
この設問で選択肢として挙げたのは ①鮮度 ②価格

この設問は自由記述なので抜粋してご紹介します。

③容量 ④生産国 ⑤国内生産地 ⑥添加物 ⑦アレル

・現在の食材の放射能被曝について、気にしている方

ギー物質 ⑧遺伝子組換え ⑨消費・賞味期限 ⑩家族

はどのような基準で選んでいるのか。

の好み ⑪その他の１１項目。多くの項目について「気

・旬の食材を美味しく食べる方法が知りたい。

にしている」という回答が寄せられ、家族の健康に気

・放射性物質のことだけが気がかり。横浜市の給食で

を配っていらっしゃる姿が浮き彫りになりました。

も神奈川産の小松菜から放射性物質が検出された。
・スーパーで福島産の野菜や果物を見かけない。生産

Ｑ．原発事故の前後で食材を選ぶ基準は変化しましたか？
YES の方、どのように変化しましたか？

量が少なく出回らないのか？食材の流通について
知りたい。

全員が「変化した」との回答でした。どのように変化

・過去の広島・長崎などの被曝から学ぶ「放射能に

したか？の問いにはやはり「産地を気にするようにな

有効な食べ物」や、健康管理その他有効なことを知

った」という回答が多くみられました。また「魚を食

りたい。

べる回数が減った」
「きのこを買わなくなった」とい
う回答も多く、放射性物質を摂り込まないように気を
使っている様子がわかりました。

前号で募集したホテルレストランでのランチ
会（５月 23 日）には５名のママたち＋ちびち
ゃん 1 人が集いました。みなさんお忙しい
中、参加してくださりありがとうございまし
た。 また是非お会いしましょう！ （岩井）
●文具セット
ポケモン文具（すべて未使用）
ホログラム筆箱 （旧モデル）
（ゼクロム＆レシラム）
自由帳（セレビイ）
消しゴム（アルセウス）

品物の受け渡しは
事務所（新横浜）に来て
いただくか、交流会の場
でのお渡しになります。
お申込みは事務局まで！

●スープカップ

●冷酒セット（ガラス製）
・取っ手付きのカップ３個（赤、白、緑）

・カップの上部直径１３cm
（カップにはパッキンの入った密閉
できる蓋がついています。レンジ
用の空気穴あり）
・スパイス入れ（・・・だと思う。写真の左
にあるトマト形のもの）１個

・徳利 1 個
・おちょこ 4 個

涼しげな
ブルー！

大昔の竪穴住居や古民家にも
入れるよ！外遊びで３０ｍも
飛ぶ紙飛行機を作ります！

日時 ：６月２９日(土) １０：45 開場・受付、 11：00～（雨天決行）
場所 ：横浜歴史博物館（市営地下鉄「センター北駅」より徒歩 5 分）
申込 ：6 月 2７日(木)まで 大人だけの参加、スタッフとしての参加もぜひ！
詳しくは同封のチラシをご覧ください。
戸川公園でお祭りに参加した
り、川遊びしたり、思いっきり
外遊びできる！ 県主催の避難
者相談会なども開かれます。

日時 ：７月２７日(土) （詳細未定）
場所 ：戸川公園（秦野市）
申込 ：次号のわらしこでご案内します。

日時 ：６月１５日(土) 11：00 ～ 15：00 参加費 ：大人 1000 円、子ども無料
場所 ：横浜市旭区「白根のはたけ」
留守電にメッセージを
申込・問合せ：避難・支援ネットかながわ 坂本 建
メール…ken.s@hinansien-netkanagawa.org
ＦＡＸ…045-442-6496

入れてください。

電話…090-8255-8018（坂本）

日時 ：６月１５日(土) １3：00 ～15：00
場所 ：横須賀市総合福祉会館４階
申込・問合せ：東日本大震災支援・情報ステーション 045‐210‐5970（伊藤）

日時 ：７月２７日(土) 18：00 ～ 20：00 参加費 ：避難している方は無料
場所 ：横浜 YMCA ACT（横浜市神奈川区鶴屋町 2-25-1 ＹＳ西口ビル２階）
申込・問合せ：７月２５日（木）までにお電話・E メール、またはご来館ください。
電話…045‐316‐1881 メール…li_info@yokohamaymca.org

連載コラム 第９回

港の見える街で暮らす

高校入試
この春から神奈川県立高校入試が
「新制度」となったらしい。
(；一_一) ・・・
☆配点方法
合否は、内申、入試、面接、特色検
査の４つで決まる。
ただし、高校ごとに配点が違う！
内申を重視する高校、入試で逆転
が効く高校。特色検査がない学校も
あったりする。
これでは、志望校の変更が難しくな
ると思う。
☆面接
どうやら成績が優秀であればいい
のは昔の話のようで、志望理由や高
校に入学してからがんばりたいことな
どを聞かれるようだ。
☆特色検査
実は、私は横浜の高校に通ってい
た。母校の問題を見てビックリ！
問題の意味すら理解できない・・・
多角形の部屋を１台の監視カメラで
監視するには、カメラをどこに置いた
らいいか？とかいう問題。
心配なら、いっぱいカメラ配備しと
けばいいじゃん、と答えてしまいそう
だ。（たぶん合格できないだろう。）
今の受験生は大変だ・・・

日時 ：８月１７日(土) （予定）
場所 ：松田町 寄（やどりき）
※詳細、申込方法は
「わらしこ 14 号」で！

昨年とても好評だった松田町での水源地散策で
す。清流で水遊びやスイカ割り、ハイキング、
鹿のシチューなど、盛りだくさん！山奥ですが、
最寄り駅からバスがあるので安心です！

息子はこの４月から塾に通い始め
た。いろいろな知識を総合して、冷静
に問題に答える力を身に着けてほし
いと願っている。

文/Wakana

日時 ：８月１８日(日)

（詳細未定）

※詳細、申込方法は「わらしこ 14 号」で！

◆東日本大震災避難者連帯事業実行委員会

発行者

Profile
南相馬市から横浜市に避難。
夫と息子（10 歳）と暮らす。
マイペースな家族に振り
回される毎日を送っている。
趣味はフラダンス。

守りたい・子ども未来プロジェクト事務局

〒222－0033 横浜市港北区新横浜 2－6－23 金子第 2 ビル 神奈川県ユニセフ協会内
0120－372－895
ホームページ… http://www.mamoritai2940.com/
FAX 045－473－1143
メール… info.mamoritai@gmail.com

