ご希望の方は毎月1回
「パルシステム放射能レポート」を配付いたします

2018年6月1回

190888

左記の6ケタ注文番号で
お申し込みください。
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「不安」を語り合える場を作る。

大自然での

保養 プロジェクト

日ごろの放射能への不安から離れて、
屋外でのびのび過ごしてほしいという思いから、
2012年度から始めたパルシステム「福島子ども保養」。
福島県在住の親子を対象とした、放射能汚染が
より少ない地域で、心身をリフレッシュする活動です。
原発事故から7年が経った今、
保養を続けていくことの意義を考えます。
大自然のなかでからだを動かすことが、精神的なリフレッシュにもなる。新潟で行われた週末保養の様子（2017年9月23日）

心とからだの健康のために。
自然のなかで保養する理由

寄せられる不安の声に
耳を傾け続けていく

チェルノブイリ原発事故直後のウクライナやベラルーシで始まった「保

2017年度のパルシステム「福島子ども保養」は、山形県や新潟県、山梨県などで

養」
。もともとは放射能汚染のより少ない地域で過ごし、体内のセシウムを

全24企画を実施。福島県在住の親子656名が参加しました。仕事や学校などの都

排出することが目的とされ、国の支援を受けてそれぞれ毎年5万人以上が

合を考慮して、多くは週末に開催しています。

参加してきました。

週末保養の場合には、子どもたちに気兼ねなく外遊びをしてもらうこと、そして親が

日本では、公的支援はないため、民間団体が寄付を募りながら各地で
保養のプロジェクトを行ってきました。

抱えているストレスを減らす意義が大きくなっています。原発事故当初から、何度も保
養に参加している方もいれば、最近になって子どもが生まれてから参加したという方も

震災から7年が経ちますが、放射能の影響が科学的に明らかでなく、不
安がぬぐえないなかで日常生活を送っている親や子どもにとって、今も保養
の機会は必要とされています。

います。
保養先ではパルシステムの食材を中心にした食事を提供。自然学校のノウハウをも
つＮＰＯ法人とともに実施するなど、自然のなかで子どもたちがのびのびと遊べることを

こうした保養には、福島県内だけでなく、関東からも多くの親子が参加

大切にしています。

しています。とくに原発事故直後は、放射能に対して不安をもつ人が多い

また、子どもたちが寝たあとの時間には、親同士が集まって話を聞き合う姿も見られ

地域で、子どもたちの外遊びを控える状況が続いていました。それは、これ

ます。日ごろは周囲に言えない放射能への不安も保養先でなら打ち明けることができ、

までのように思う存分遊べない子どもにとっても、遊びたいという子どもを止

それが孤立を防ぐことにもつながるのです。

めなくてはならない親にとってもストレスの多い状況です。そうした日常から

パルシステムでは、2012年度から組合員にカンパを呼びかけ、保養プログラムを

離れて、自然のなかで気にせず遊ぶことのできる機会をつくろうと、パルシ

継続していますが、原発事故が風化していくなかで、資金不足から活動を止めざるを

ステムでは2011年に「福島子ども保養」を始めました。

得ない民間団体も出てきています。

放射能に対してはさまざまな考えがありますが、復興ムードが高まるなか

参加者からは『続けてくれて、本当にありがとう』
という声を多く聞きます。さまざまな

で、ますます放射能への不安を周囲に打ち明けにくい雰囲気になったと感

考え方がありますが、
「子どものことが心配」
と保養を必要としている人が多くいます。

じているお母さんたちも多く、保養は親同士が気兼ねなく語り合う大切な

そうした声にこたえて、パルシステムは保養プロジェクトをこれからも続けていきます。

機会にもなっています。保養は放射能について語り合える場、精神的な健
康を保つための場、としても重要になっています。

パルシステム

「福島子ども保養」
プロジェクト
2017年度は、

全

24

656

企画を
実施、
参加しました。

名が

2012年度からカンパの呼びかけを行い、実施してきた
「福島子ども保養」
。自然のなかで気兼ねなく過ごせる
保養プログラムは、子どもたちの未来のためにも大切
な支援活動のひとつです。

週末保養
声
参加者の

新潟

（土）
2017年9月23日
（日）
〜24日

パルシステムでは全組合員を対象に自然のなかで生産者と交流する産地ツアー
（裏面）
も開催しています。併せてご覧ください。

自然のなかで安心
してゆっくりと時間
を過ごし、また明日
からがんばるぞ！と
思いました

山形

2017年
（土）
11月25日
（日）
〜26日

住んでいる地域には雪が
降らないため、子どもたち
は
『雪！外で遊びたい！』
と
うれしそうでした。
自然の
なかで思いっきり何も考
えず楽しく遊べるとっても
よい機会でした

自分で木の枝をとってきて
削り、ソーセージをさして
パンを巻いて焼いて食べ
る昼食。初めての作業でし
たが子どもたちといっしょ
に楽しむことができました
里山のなかでのびのび。ツリークライミング
体験も。新潟週末保養
（2017年9月23日）

早春の田んぼで生きもの探し。
山形週末保養（2017年4月16日）

コンサートやヨガな
ど、たくさん企画が
あり楽しかったです
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放射能検査状況について

測定方法に
ついて

パルシステム自主検査の報告

〈 2018年度の検査数
（カッコ内は検出件数）〉

青果

9

飲料水・飲料

4

肉類・卵

6

その他（加工）食品

2

魚介類

29

0

乳幼児用食品

18

（3）

きのこ類

（しいたけ除く）

米

〈 検査結果：2018年4月20日現在 〉

半導体検出器」2台を使用
しています。食べられる部

4

分だけを取り出し、細かく
切るなど下処理をして、測

142

定容器にできるだけ詰め

（1）

込み、外部の放射線の影

総計

響を受けないように厚い鉛

243

の容器で遮断して、精密な

（4）

測定を行います。

パルシステム商品検査センター

※乳幼児用食品のみ検出下限値1Bq/kg、その他は検出下限値3Bq/kg。

青果

2018年度は放射能の検出はありません。

しいたけ

生しいたけ
（9.5〜22Bq/kg）
から放射能が自主基準内で検出されました。

他のきのこ類

2018年度は放射能の検出はありません。

米

日本の稲作を守る会の栃木こしひ
2017年産米の検査は27産地69検体の検査を行いました。
の検出がありました。
検出された玄米を白
かり（玄米）
を検査したところ、
2件（3.1、
4.8Bq/kg）
米で再度検査した結果、
検出はありませんでした。

牛乳、
肉、
卵

産地ごとに定期的に検査しており、
今年度放射能は検出されていません。
卵は2018年度の検
査をまだ行っていません。

魚介類

2018年度は放射能の検出はありません。

パルシステムでは食品の残留放射能について自主基準
(独自ガイドライン)を設定しています。放射線にはこれ
以下なら安全という
「しきい値」がないので、基準以下で
あっても、放射能低減を追求します。検査の結果、自主基
準を超えるものについては供給いたしません。また、自主
基準（独自ガイドライン）は継続的に見直しを行います。

自主基準（独自ガイドライン）
（セシウム134,137の合計）
2014年10月より現行基準（単位Bq/kg）
水、
飲料茶、
牛乳、
乳幼児用食品

10

飲料、
乳製品、
米

国の規格基準
水、
飲料茶
乳児用食品､ 牛乳

検出下限値1Bq/kgで検査を行い、
冷凍さつまいもスティック（1.3Bq/kg）
から自
2017年度、
から自主
主基準内で検出されました。
産直野菜チップス
（さつまいも・にんじん）
（1.2Bq/kg）
基準内で検出されました。

乳幼児用食品

※放射能の多くはぬか部分に蓄積します。
検出されました栃木こしひかりは、
白米でのお届けとなります。

パルシステムの
自主基準
（独自ガイドライン）
と
検出限界について

値が正確な「ゲルマニウム

不検出率：98.4%

2018年4月20日現在

牛乳・乳製品

29

しいたけ

パルシステムでは、検出数

10
50

菌茸類については定期的に検査を行っており、
しいたけ（4.3Bq/kg）
から自主基準内ですが

その他食品
検出されています。
その他のお料理セットで使用されています菌茸類（えのき茸、
マッシュ
〈お料理セット〉
ルーム、
ぶなしめじ、
まいたけ、
きくらげ）
からの検出はありません。

その他食品
豆腐、
納豆、
味噌、
醤油など大豆加工品は、
原料で検査を行っているものと、
製品で検査を
放射能は検出されていません。
〈大豆加工品〉 行っているものとがありますが、
サプリメントのブルーベリー＆ルテイン（8.2Bq/kg）
から自主基準内で検出され
2017年度、
ました。

その他食品

検出限界値

放射能検査の対象範囲について

検出限界（ヨウ素131、
セシウム134､137それぞれ）
2016年4月1日から
新基準に変更（単位Bq/kg）

農畜産物と 北海道を除く東日本産
その加工品 （新潟･ 長野･ 静岡以東の本州産）

乳幼児用食品

1

水、飲 料、牛 乳、乳 製 品、米、
青 果 類、肉 類、卵、魚 介 類、
その他食品

3

水産物と
その加工品

●青
 果は、北海道を除く東日本（新潟県・長野県・静岡県以東
の本州17都県）のカタログ掲載産地において、分類ごとに
一品目以上検査をしています。注文時にあわせて公開して
いるオンラインの自主検査結果に検査が間に合わない品目

●フルーツyumyumセットにセットさ

青果類（きのこ類除く）
、
肉類、
卵、
魚介類、
その他食品、
きのこ類（しいたけ除く）

25

100

一般食品

については、供給前までには放射能検査を実施します。

れている果物は、検出下限値1Bq/kg

●水
 産は、北海道から関東の沿岸近海のエリアを重点地域と

で検査を行っています。

して、原料切り替わりをした月に検査を行っています。

100

しいたけ

●検
 査は、ご注文にあわせて実施していますが、冷蔵・冷凍・

※乾燥食品は生原料や摂食状態で検査します。
※乳幼児用食品は「yumyum」掲載商品とインターネットの「赤ちゃん・キッズOK食材」掲載商品。

●週次の「放射能関係のお知らせ」はホーム
ページで掲載しています。
●インターネットから見られない方はこちらに
お問い合わせをお願いします。

パルシステム
問合せセンター

日本沿岸･ 近海・一部の北太平洋・
淡水産水産物

常温の各加工品は年１回計測しています。

※お問い合わせ内容の確認とサービス向上のために、通話の内容を録音しております。

※センターによって、携帯電話からはご利用できない場合があります。

生産者との交流を通して、産地の魅力を実感するツアーです。

今年の夏休みは産地で五感を磨く！

夏休み
特別編

「北の大地で収穫体験＆
農場キャンプ」
ツアー
麦わらベッドを作って農場キャ
ンプ、生産者とのバーベキュー交
流会。畑での散策、美人の湯で知
られる十勝川温泉に宿泊。牛乳
工場見学や選果場見学など、北
海道の大自然と農業をたっぷり
満喫しませんか！

「真夏のささかみで
ツアー
自然を満喫！」

産地

北海道十勝
食料自給推進協議会
日程

2018年8月18日
（土）
（月）
～20日
行程 2泊 3日
募集人数

田んぼでの「泥んこ運動会」
。綱
引きや玉入れなどイベントが盛
りだくさん。夜はみんなで力を
合わせてカレー作りやキャンプ
ファイヤーも。ささかみならでは
の夏の思い出をつくろう！

※4歳未満の参加はできません

泥んこになって田んぼで運動会！

申し込み・
資料請求は
コチラ！

日程

2018年8月18日
（土）
（日）
～19日
行程 1泊 2日

80名

パルシステム

※4歳未満の参加はできません

産地へ行こう

0570-076-888（株）農協観光 コールセンター

受付時間／月～金 9：00〜19：00 土・日・祝日 10：00～18：00

産地

大隅地区養まん漁業
協同組合
日程

2018年8月2日
（木）
（金）
～3日
行程 1泊 2日
募集人数

20名

旅行代金

大人（12歳以上）
19,800円（税込）
（税込）
現地集合7,500円
子ども
（4歳以上）
13,800円（税込）
（税込）
現地集合5,500円

大人（12歳以上）
46,800円（税込）
子ども
（4歳以上）
39,800円（税込）

旅行企画・実施／観光庁長官登録旅行業第939号  株式会社
農協観光  首都圏支店  東京都千代田区大手町1-3-1  JAビル  
総合旅行業務取扱管理者  橋村 健治 JATA正会員  ボンド
保証会員  旅行業公正取引協議会会員

JAささかみ

旅行代金

旅行代金

牧草畑で麦ロール転がし＆キャンプ！

生産者が中心になって、親うな
ぎが育つ河川の環境づくりや、
「放流モニタリング調査」
など、さ
まざまな取り組みを進めていま
す。産地の資源保護への取り組
みに体験参加しませんか。

産地

募集人数

35名

「うなぎのすむ川で
ツアー
うなぎの観察」

実際に河川に入り
「放流モニタリング調査」

受付中

大人（12歳以上）
39,800円（税込）
子ども
（3歳以上）
16,800円（税込）
幼児（2歳まで）
4,000円（税込）

2018年

6月10日（日）まで

※ご応募多数の場合は
抽選となります

