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6 年ぶりにバルト三国訪問が実現！
2007 年 7 月 23 日 〜 30 日、

エストニア・チェルノブイリ・ヒバク
シャ基金の代表 2 名（千葉智恵子
と山下　史）がバルト三国を訪問
しました。なんと200� 年以来で 6
年ぶりの訪問となりました。

この間基金はほぼ毎年のように、
現地でチェルノブイリ被ばく者

※

の治
療に携わる医師や、チェルノブイリ事故処理作業者

※※

（リクヴィダートル）へのより良い医療と保障を
もとめる運動の代表を日本に招聘して研修・交流を行ってきましたが、今回は、チェルノブイリ原
発事故から2� 年を経た現在の状況を把握し、今後の支援の方向性について三国のカウンターパ
ートと率直に話し合うとともに、交流と友好を深めることを目的としてこちらから現地に赴きました。

エストニア、ラトヴィア、リトアニアのバルト三国は今やＥＵの一員として経済成長も著しく、タリ
ンやリガ、ヴィリニュスなどの町並みは美しくリニューアルされ、ユネスコの世界遺産に登録された
オールドタウンには観光客があふれていました。他のＥＵ諸国への頭脳流出や格差拡大などの問
題を抱えつつも、全体としては生活水準が大きく向上し、医師の待遇にも改善が見られ、研究面
に限っていえば、ＥＵから多額の助成金が流れ込んでいるようでした。被ばく者の治療・保障の
充実面では、国により抱えている問題が異なるために三国の間でばらつきが見受けられました。

旅行者として経験した現地での物価の上昇は、長期的な対ユーロ円安傾向ともあいまって、日
本からの効果的な財政的支援が困難になりつつあることを感じさせました。そうした変化にかんが
み、今後どのような日本からの支援が可能かつ有効であるかの真剣な検討が必要と思われます。

今回の訪問中、また訪問の結果を受けて、以下の支援を実施しました。
■ リトアニア・チェルノブイリ子どもセンターにパソコン購入資金 �500 ユーロを寄付。
■ リトアニア・チェルノブイリ運動に活動資金 �0 万円を寄付。
■ ラトヴィア　パウラ・ストラディナ医大病院職業病放射線医療センターに、いまだニーズの高

い骨粗そう症治療薬購入資金 �7 万円を寄付。
また、ラトヴィアからは、2008年に医師�名の日本での研修要請が出されました。他のグルー

※、※※チェルノブイリ被ばく者／チェルノブイリ事故処理作業者
1986 年 4 月 26 日に旧ソ連邦で起こったチェルノブイリ原発事故による被ばく者の数は、数百人とも数十万人ともいわれ特定されていない。
バルト三国からは事故後の処理作業のために約２万人の若者が動員され、ZONE（原発から 30 キロ圏）内で作業に従事、被ばくした。
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▼ リトアニア・チェルノブイリ子どもセンターにて。医師やチェルノブイリ運動のメンバーと
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▲ラトヴィアのパウラ・ストラディナ医大病院のチェルノブイリ被災者モニュメントにて。女性は、マイ
ヤ・エグリテ教授（左）を筆頭に同病院職業病放射線医療センターのスタッフ。男性は、エストニア・チェ
ルノブイリ協会のヴェルゼムニエクス会長（左２）、マリス・ソップス副会長（一人おき左）

プとも協力しつつ、その実現に努力したいと考
えています。

訪問中、エストニア・チェルノブイリ・ヒバク
シャ基金は、「リトアニア・チェルノブイリ運動」
と「ラトヴィア・チェルノブイリ協会」からそれ
ぞれにこれまでの支援活動に感謝して表彰され
ました。今回は過去のどの訪問にもまして、各

地で医師、研究者、運動家の方々から、暖か
い歓迎・歓待を受けましたが、それは、これま
で基金にご支援をお寄せくださったすべての方
に対する現地の感謝の表れであると思います。
皆様にあらためて感謝しつつ、以下 6 年ぶりの
バルト三国訪問についてご報告いたします。

（エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金）
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《リトアニア》
7月23日(月)  ヴィリニュス

��時半／山下、ホテルで、アウグステ・ユラシ
カイテさん（通訳・千羽鶴イベント

※

や灯篭流しな
どの主催者）、ユオーザス・クルティネイティスさ
ん（ガン研究所教授／リトアニア・チェルノブイリ
運動の良き理解者であり支援者）と落ち合い、
スケジュールなど確認。三人で午後にヴィリニュ
ス到着の千葉さんを空港に出迎える。

　
7月24日（火）ヴィリニュス＆イグナリナ
朝食後、ユオーザスさん、ゲディミナス・ヤンチ

ャウスカスさん（リトアニア・チェルノブイリ運動
議長・2003年、2004年来日）、アウグステさんと
ホテルで合流。�0時／「チェルノブイリ子どもセ
ンター」を訪問。所長のダングオーレ・ユシエー
ネさん（�995年来日・研修／外務省招聘）と�2
年ぶりの再会を喜ぶ。お茶・クッキーなどを準備
して歓待してくださる。基金としては、これまで子
どもセンターを直接に支援することがなかった
が、今回懇談のなかで、パソコン購入費用支援
要請があり、それに応えることとした。パソコンが

一台もなく、すべて手書き、紙ベースでの作業で
あったので、おおいに喜ばれた。

��時30分／子どもセンターを辞して、イグナ
リナ原発（チェルノブイリ原発と同型）のあるヴィ
サギナスへ。�4時／イグナリナ原発情報センタ
ーに到着。2006年�0月リトアニア千羽鶴子ども
代表団

※※

で来日したイグナリナ在住（ちなみに、イ
グナリナ原発のある町はヴィサギナスといい、イ
グナリナの町は原発からは少し離れている）デヴ
ィダス・ベセリスさんとそのご両親が待っていて
くれた。情報センターではＰＲビデオを見て、担
当者から説明を受ける。現在は原子炉一基の

リトアニア・チェルノブイリ子どもセンター
子どもセンターは�99�年に設立され、�8歳までのチェルノブイリ後生まれ

たリクヴィダートルの子どもたちの検診・治療をおこなっている。現在約900
人のデータベースがある。3年前にヴィリニュス大学病院の付属となり現在の
場所に移転。これにより、ヴィリニュス大学病院の各種医療機器が優先的に使用できるように
なり、大きく改善した。リクヴィダートルの子どもたち特有の疾病はないが免疫機能の低下によ
る各種症状がみられる。子どもたちの家庭状況が良好でない場合が多く、そのことも一因と思
われる。�8歳以降については、各種事情により検診を受けない子どもが多く、改善が必要。

リトアニア→ラトヴィア→エストニア

行動日誌 ＆ 最新情報

※、※※千羽鶴イベント／千羽鶴子ども代表団
2006 年８月にカウナス市で開かれたイベント。集まった 4000 羽の折り鶴は、千羽鶴子ども代表団（公募）によって１０月に、広島の「原爆の
子の像」に捧げられた。

142

2008.1.31

▲子どもセンターにて。所長のダングオーレ・ユシエーネ医師
( 左 )、　 当基金山下　史 ( 右 )
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み稼動。リトアニアの全需要の80％近くを供給
している。2009年までには閉鎖が決まっており、
その後おそらく現在と同じ場所に新しい原発が
数カ国共同で建設される可能性が高いとのこ
と。

�5時30分／デヴィダスさんのお父さんの案
内で、イグナリナから50キロほどのところにある、
アウクシュタイティヤ国立公園を見学。養蜂ミュ
ージアムのコテッジでチーズ、ハチミツ、ハーブテ
ィー、クッキーなどのもてなしを受ける。デヴィダ
スさんからは特別のお土産をもらう。木工細工
の折鶴三羽。ひとつはデヴィダスさん来日時に
被爆体験を話してくださった広島の被爆者沼田
鈴子さんにと。20時過ぎホテル帰着。

7月25日(水)　カウナス
8時30分／ホテルでユオーザスさんと落ち合

ってカウナスへ向かう。�0時／杉原記念館でゲ
ディミナスさん、アウグステさんと合流。杉原記
念館見学。��時／ヴィタウタス大公戦争博物
館でチェルノブイリ事故処理作業の特別展示を
見学。同博物館では初めて開催とのこと。展示
品がまだ少ないが今後皆に呼びかけて拡充の
予定。博物館はリニューアルのため一旦閉鎖と

なるが、新装後は一定の場所を確保して展示さ
れる。同じフロアにはスターリン政権下でのリト
アニア人のシベリア送りの展示がありこちらも
見学。

�3時／カウナス市庁舎会議場でリトアニア・
チェルノブイリ運動とのミーティング。各地の支
部代表者十数人が出席。ケスチュス・カズラウス
カスさん（2003年来日・国際関係担当）と再会。
2004年の当基金による機関紙発行費用援助を
感謝された。現在は隔月で発行しているとのこ
と。議長のゲディミナスさんより、参加者の紹介、
当基金の紹介、前回訪問からのおもな出来事に
ついての報告がされた。当方からは、この間の当
基金の活動などを報告。日本の被爆者援護の
現状と問題点などを紹介。年最大4回まで無料

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信

リトアニア・チェルノブイリ運動
リクヴィダートルとその家族、支援者など、2000人の会員を擁し、バルト三国では最大の被

ばく者組織。2006年にはチェルノブイリ20周年を記念して、体験記をまとめた本の出版（英語
増補版を2007年刊行予定）、展示会、議会でのミーティングなどを組織するほか、カウナス近
郊のドメイカヴァにチェルノブイリ記念碑の建設などを成功させた。だが、2007年2月に成立し
た法律によって、サナトリウム療養支援、医療保障手当てなどさまざまの手当てがカットされる
など被ばく者への保障は後退を余儀なくされている。サナトリウム療養については、国の支援
は打ち切られたが、カウナスなど、自治体レベルでの支援を得ているところもあり、そうした支援
を拡大していこうとしている。また、アフガン帰還兵の組織、シベリアに送られた人々の組織な
どの他団体との連携を通じた保障の拡大を追及している。議長はゲディミナス・ヤンチャウスカ
スさん。

▼リトアニア・チェルノブイリ運動とのミーティング。
被ばく者達から、21 年の歳月の重みが感じられた。
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で検診が受けられるとの発言には、リトアニアの
保健大臣を日本に招待してレクチャーをしてく
れないかという半分冗談、半分本気の提案が出
された。�0万円の寄付金を贈呈する。

�5時30分／近くのレストランに移動して、
2006年の千羽鶴イベントを中心的に組織した
人 と々交流会。アウグステさんの家族、友人、コ
ルピン・カレッジのスタッフなど総勢�2-�3名。
彼らが中心となって8月9日の灯篭流しイベント
も行なう予定。持参した日本の灯篭流しのポス
ターを見せ、灯篭の見本を出して作り方を説明
する。はるばる日本から灯篭を運んだ千葉さん
が大いに感謝された。灯篭を流すについては警
察、役所をはじめ各種の許可が必要で、アウグ
ステさんが奔走して、7月20日にやっと許可がお
りたとのこと。交流会後、実際に灯篭流しをおこ
なうネムナス河畔のヴィタウタス・マグヌス教会
そばに行き、灯篭とポスターをもって写真撮影。

�7時／カウナス近郊のドメイカヴァへ。今年
新しく作られたチェルノブイリ被災者のモニュメ
ントに献花。他のモニュメントも見学。帰途、ユ
オーザスさんのサマーハウスでお茶などご馳走
になり2�時過ぎホテル帰着。

《ラトヴィア》
7月26日(木)　リガ

7時30分／アウグステさんの見送りを受け、
バスでリガへ。3時／マイヤ・エグリテ教授（パウ
ラ・ストラディナ医大病院職業病放射線医療セ
ンター代表。ラトヴィアにおける当基金のカウン
ターパート）、ナタリヤ・クルヤネ医師（同センタ
ー医師、2006年9-�0月来日）などとリガのオー
ルドタウンを見学。夕食をご馳走になる。

7月27日(金)　リガ＆ユールマラ
9時／ヨランタ・シールレ医師（2006年9-�0

月来日、長崎で研修）の案内で、リガ駅近くにあ
るラトヴィア・チェルノブイリ協会の事務所訪問。
会長のアーノルズ・ヴェルゼムニエクス氏と再
会。昨年当基
金 の 寄 贈し
たパソコンな
どをカメラに
おさめ、協会
の 活 動につ
いての説 明
を受ける。

�0時30分／リクヴィダートルの検診・治療を
中心的に担当しているパウラ・ストラディナ病院

ラトヴィア・チェルノブイリ協会
ラトヴィアのチェルノブイリ事故処理作業者の組織。被ばく者としてのＩＤをとるための手続

き・書類提出の支援、生活上・健康上の相談、支援などを行っている。対議会ロビー活動も積
極的に展開。ヴェルゼムニエクス会長は、週に一度パウラ・ストラディナ病院を訪れ、担当医師
と話し合いを持って、病院との良好な関係維持につとめている。ヴェルゼムニエクス氏は、元ソ
連軍の高位職業軍人（将官クラス）であったこともあり、その当時の人脈が現在もロビー活動
に生きているようであった。同協会が最大の課題としていた「チェルノブイリ年金」の引き上げ
が実現（35ラッツ/2005年時点から65ラッツへ）するなど、被ばく者への保障内容面でも成果
があがっている。

2008.1.31

▲ラトヴィア・チェルノブイリ協会の事務所
にて
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職業病放射線医療センターで、ミーティング。マ
イヤ・エグリテ教授、エルヴィラ・チュルバコーバ
医師（外来部門責任者）、タチヤナ・ファルブトゥ
ハ医師（入院部門責任者）、ティーヤ・ズヴァグ
ーレ医師、ナタリヤ医師、ヨランタ医師、レーナ・
エステ医師など、�0名前後。チェルノブイリ協会
のヴェルゼムニエクス会長、マリス・ソップス副
会長も出席。ティーヤ医師のプレゼンテーショ
ンの後、質疑応答。当方からはお礼を述べ昨年
のナタリヤ、ヨランタ２医師の来日に感謝した。ま
た日本の被爆者支援の問題点についても若干
コメントした。ナタリヤさんの患者２名が参加、
交流。ミーティングの終わりに、骨粗そう症治療
薬購入のために�7万円（約�000ユーロ）を贈
呈した。骨粗そう症治療薬のニーズは依然とし
て高いとのことであった。

�2時30分／リガ近郊の小さな村ケカヴァ
のレストランで昼食をご馳走になる（チェルノブ
イリ協会副会長のソップスさんがレストランの
入っているホールの経営に加わっているとのこ
と）。イヴェタ・ベルツ医師（200�年来日・研修）な
ども加わり総勢�0数名。昼食後、ダウガワ川に
あるドール島のダウガワ・ミュージアムを見学。

�5時／ユールマラにある社会融合センター
国家エージェンシー（前サナトリウム・ヤウンディ
ブルティ／現在リクヴィダートルのサナトリウム
療養は主にここで行っている）訪問。ユールマラ
の副市長の出迎えを受ける。ヨランタ医師の案
内で駆け足のサナトリウム見学後、同センター
の一室で、ラトヴィア・チェルノブイリ協会による
当基金の表彰式が行なわれた。当基金の支援
に感謝する立派な表彰状、その他もろもろの記
念品をいただく。

�6時30分／ユールマラ市役所観光課の女
性職員の案内で、美しい砂浜の広がるラトヴィ
ア有数の保養地ユールマラを見学。古い漁師の
家や漁具を集めたミュージアムや光を使った絵
の美術館などを見学。終わって皆で海と浜辺で
遊ぶ。

�9時／社会融合センターに戻り同センター
主催の夕食会。豪華な大皿が並び圧倒される。
2�時すぎホテル着。ホテルまで送ってくれたイヴ
ェタさん、お嬢さんのクリスタさんに誘われ、一
時間ほどお茶をつきあって、22時すぎ帰着。

ラトヴィアの新大統領はチェルノブイリ事故処理作業者
2007年5月末に議会でヴァルディス・ザトレル氏がラトヴィアの新大統領に選出された。ザ

トレル氏は優秀な外科医であると同時にチェルノブイリの事故処理作業に従事したリクヴィ
ダートルである。ダークホース的存在で誰も予想していなかったとのこと。ラトヴィアでは、彼は

「問題がわかっているから」と、期待の声が高かった。チェルノブイリの問題にどのような施策
をとるか、他の二国でも大きな注目が集まっていた。

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信

▼P. ストラディナ医大病院職業病放射線医療センターでのミー
ティングにて。医師をはじめ、スタッフは全員女性。ほとんどが来
日し、医療研修に参加（ティーヤ医師（左）、ヨランタ医師（左2）、
レーナ医師（本年参加予定、一人おき右）、ナタリヤ医師（右））。

▲治療中の患者も
参加してくれた。
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7月28日(土)　ルンダーレ・パルヌ
9時／ホテル発。ラトヴィアのヴェルサイユと

いわれるルンダーレ城見学。同行は、ナタリヤさ
ん夫妻、マイヤ先生、ヨランタさんなど総勢�0
名。入場料、高そうなランチともすべて先方持ち
で恐縮する。ルンダーレ城からリガのバス・ター
ミナルへ直行。�5：30発のバスでエストニアの
パルヌへ。

《エストニア》
6時30分／パルヌ着。バス・ターミナルにヤ

ン・クリナルさん（エストニア・チェルノブイリ協会
理事・パルヌチェルノブイリ協会「ガンマ」会長。
エストニアにおける当基金のカウンターパート）
とアンドレス・イラクさん（リクヴィダートル。�990
年来日・彼との出会いから当基金がスタートし
た）が迎えてくれる。ハープサルに帰らねばなら
ないイラクさんと四人でお茶をしながら�0年ぶ
りの再会を喜ぶ。イラクさんは肺に疾患をかか
え、フィンランドの病院で治療を受けつつ、障害
者年金で生活しているという。

7月29日(日)　パルヌ
��時／サナトリウム・エストニアで、エストニ

ア・チェルノブイリ協会とのミーティング。議長の
ユーリ・レインマン氏とアシスタントのマイヤさ
ん、ヤン・クリナルさん、開業医のリーナ・ヴィタ
スさん（�999年来日・研修）、遅れてパルヌのロ
イターさんも参加して、7名での話し合い。エスト
ニア被ばく者の現状、ロシア人問題など、新しい
知識も得られて有益であった。

ミーティング終了後、リーナ医師の新しいク
リニックを見学。次いで、サマーハウス滞在中の

エストニアの被ばく者の現状とエストニア・チェルノブイリ協会の活動
チェルノブイリ被ばく者は、エストニアでは、�940年代にシベリアに送られた人、アフガン帰

還兵などとともに、ソ連時代に抑圧を受けた人 と々いうくくりとされている。
病気になった場合、治療は無料で受けられるが検診はない。政府は予防医療の必要性を

認めていないという。その他、年額2500エストニア・クローネの手当てが出る。近 5々000クロー
ネに引き上げられる。歯科治療、サナトリウム療養などに使える。また通院費も支給される。サナ
トリウム療養や公共交通機関の交通費などを支援する自治体もある。タリンなどでもそうした
支援がおこなわれている。ただし、そうしたベネフィットはすべてエストニア市民に限られる。エ
ストニア市民となるためには、エストニア語の試験に合格しなければならない。

ロシア系住民が多く住むタリンで活動するレインマンさんは、公共交通機関の交通費無料
化の非エストニア市民への拡大を当面の課題としたいと考えている。タリンのチェルノブイリ協
会では、週に二日、相談活動を行なっている。保障制度があることすら知らない人 も々多く、そ
の周知、登録、手当て申請などの支援をおこなっている。

2008.1.31

▼左から山下、リーナさん、マイヤさん、千葉、レインマンさん、ヤン
さん、ロイターさん
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リーヴィ・ロサール医師（�998年来日・研修）訪
問。�00年以上前に建てられたサマーハウスと
�8ヘクタールの敷地を見学。帰途、リーナ医師
のサマーハウスにも立ち寄り22時ホテル帰着。

7月30日(月)　タリン
�0時／ヤンさんの車でパルヌを発ってタリン

へ。�4時／ユーロ大学で、アンドレス・イラクさ
ん、ユーリ・マルティン教授と懇談。マルティン教
授は�0年前のユーロ大学設立当初より学長を
つとめる著名な環境問題科学者で、チェルノブイ
リ関連の調査なども行っている。イラクさんやマ
ルティン教授が主催する「チェルノブイリ放射線
被害者救援基金」が�999年に実施したリクヴィ
ダートル調査結果資料をいただく（P�0参照）。

�8時30分／バルト三国最後の夜は、エベ・
ルークス医師（�992年・�995年来日・研修）と
夕食。近況報告や意見交換。ホテルへの帰途ソ
連兵の銅像が撤去され、ロシア系住民の抗議
行動の引き金となった問題の場所を見学。

（まとめ／山下史）

エストニア・チェルノブイリ・ヒバクシャ基金通信

▲ユーロ大学ユーリ・マルティン教授の研究室にて。左からマルテ
ィン教授、イラクさん。

▼エベ医師と再会。ホテルロビーにて

２０年後のチェルノブイリを訪れたエストニアのリクヴィダートル達
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2008.1.31

▲リトアニア・チェルノブイリ運動からいただいた表彰状とメダル

▼ラトヴィア・チェルノブイリ協会からいただいた表彰状とメダル

リトアニア・チェルノブイリ運動のメンバーと。
ゲディミナスさん（２列目左）、カズラウスカスさ
ん（２列目左２）、アウグステさん（2 列目右から３）

ユールマラのサナトリウムにて、ラトヴィア・チェ
ルノブイリ協会のメンバーと。ユールマラ副市長

（２列目左）、イヴェタ医師（２列目右）


