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召集命令来召集命令来召集命令来召集命令来たたたた！！！！    

えび父さんの日記 2011/04/05 21:08 

http://ebi.tou3.com/Entry/38/ 

遂に？やっと？召集かかりました。 

明日から３日程の予定ですが再度原発に行ってまいり

ます。 

今の状況は電話等で聞いておりますが、行かなけれ

ば収束しないんで行ってまいります。 

これまでもブログにも書いてきましたが、もはや死ぬよ

うな事はありませんから心配は無用です。 

被爆量がどれくらいになるかわかりませんが、ハイパ

ーレスキュー隊の方々や自衛隊員の方々に比べれば

少ないはずなので、自分に出来る事を精一杯やって

来たいと思います。 

 

前回の召集の時は家族が家に居ましたが、今回は

JESさんに頂いたえび達が居ますから 

世話する為にも必ず帰ってきますので、帰ってきたら

またコメ等頂ければと思います。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

ボランティアボランティアボランティアボランティア    

東北の関西人        被災者と被災地で働く全ての人がまた普

通の生活に戻れますように。 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10852269653.html 

 

2011-04-05 

今日はボランティア団体の方には行かず 

友人の留守宅のボランティアを 

 

うさちゃんたち

に水と餌 

 

 

 

 

 

 

ダチョウさんにも

餌（水はあった） 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのあとアヒル

に餌をやって 

 

 

 

 

 

 

鶏に水とやっぱ

り餌 

もちろん他の動

物たちにも 

新しい水と餌を

たっぷりやって

きたので安心し

てね 

 

残念なことに死

んでしまった 

鴨、クジャク、う

さぎ、チャボの

お墓 

穴を掘って埋め

てやりました 

墓石代わりに石

南相馬ブログ新聞 

インターネット上のブログ（日記の一種：掲載許可済み）

からの転載です。全て南相馬市関係の方（滞在の方・避

難された方等）です。内容内容内容内容はははは個人個人個人個人のののの意見意見意見意見でありでありでありであり公公公公のののの

ものではありませんものではありませんものではありませんものではありません、同じ市民同士の生の意見として

お読み頂ければ幸いです。ブログ記事次第なので不定不定不定不定

期発行期発行期発行期発行です。 

編集・発行 新潟県長岡市 NPO 法人ながおか生活情報交流ねっと 

soiga01@gmail.com  山古志村のマリの応援で発行です 

配布避難所：新潟県長岡市内、長野県飯田市内 
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を置いてきました 

 

安らかに… 

人だけじゃない 

動物だって被害者だ 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市のののの今今今今    2011-04-05 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10852323452.html#main 

 

よくすれ違うの

は自衛隊と消防

の車、緊急車輛 

一生懸命働いて

くれている人た

ちに感謝 

 

原発20km圏内

付近 

ここからは立ち

入り禁止区域 

 

 

 

 

踏切はすべてが

ぐんにゃりと曲

げられている 

電気が通らなく

なって上がらな

いので 

自分たちで折っ

たのか 

急いだ車がぶつかったのかは不明 

水害で電線に

押されたのか 

まっぷたつに

折れた鉄塔 

津波のすごさ

を思い知らさ

れる 

 

 
どこもここも瓦礫だらけの南相馬市 

本当に復興できるのだろうか 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

できたものできたものできたものできたもの            
ありがとうありがとうありがとうありがとう 被災者になって学んだこと、考えたことなどを毎日か

いていきます。 大変だけどありがとうを忘れないでいよう。 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10852471686.html 

2011 年 04 月 05 日(火) 20 時 08 分 34 秒 

こんにちは、キャナです。 

最近、えび父さんのブログを読むようになりました。や

はり、南相馬から発信してくださっているので一番信頼

性があるように思います。 

……感想ですが(^_^;)エヘ 

 

昨日、長岡駅の周辺を歩いてみました。 

南相馬より、バスは都会ですね。 

でも周りは昔ながらのお店、という感じで経験はないも

のの「いやぁ、懐かしいねぇ」と呟いてみたり……。(前

にあった原町のサティみたいな) 

久々のショッピングだったのでとても楽しかったです

^^(学用品を買うため) 

いろいろ歩き回ってみると「被災者のための募金、お

願いします!!」という声が。 

若い…２０代くらいの…多分、大学生でしょうか……声

をからしながら必死に叫んでいました。 

涙ぐみながら「私達のためにありがとうございます」と言

っていました。 

………母が(^.^) 

 

帰ってきたら３日くらい前に知り合った方とお話しまし

た。 

その方は楽しそうにとある男性と話していました。 

「いやぁ、昨日知り合ったんだよ」 

私「えぇ!!そうなんですか!!前からのお知り合いだと…

…」 
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「でもこういうのって縁だよね。今回のことがなければわ

たしたちはこういう風に話せなかったわけだし」 

確かにそうですね。 

いつの間にか、絆がうまれてる。 

これは広く視野を広げられたからですよね。 

まずは周りの人たちと「おはよう」とか「良い天気です

ね」とか(少しベタですが(^_^;))言ってみるのもいいで

すね(o・v・o) 

 

あ、あまり頑張りすぎると体を壊したりするので気をつ

けて下さいね(＾-＾)ノ~~ 

それからボランティアの方々や役所の方々、ありがとう

ございますm(__)m 

お互い、頑張りましょう＾＾ 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから４４４４月月月月５５５５日日日日    

サイヤサイヤサイヤサイヤ社長社長社長社長ののののブログブログブログブログ    

福島県南相馬市で青果食品惣菜スーパー「Saiya」を経営し

ています。 新鮮な話題をお届け！  2011-04-05 19:58:06 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/7d172e1e68b2194a8320

255952973511 

今日、中国国営テレビが取材に来ました。どんな意図

があるのか、どんな報道をするのか、あまり分からない

まま、取材をうけましたが、そういえば、当店のお客さ

んで、中華店（あじくら）さんの店長さんが話していまし

たが、中国人の従業員みんな中国へ帰ってしまって、

人手が無く困っていると話していました。現在相馬店を

手伝っていますが、４月１０日頃から原町店を再開した

いと電話がありました。 

原町製パン頑張って営業しています、学校給食もやっ

ているのですが、今はこんな状況ですから、給食パン

はお休みですが。みなさん知っていましたか？製パン

の跡取り息子、浩一君は８年ほど前になるのかな、日

大東北高校が甲子園に行った時の立役者です。聖光

学園との決勝戦で、一安打完封したピッチャーでした。

その後ノンプロに行き、今は、製パンに帰って来て頑

張っています。だから、ご安心をこれからも地元の四つ

割パンは不滅です。 

 

原町区の不動産屋さんと、お話しましたが、大忙しとの

事。地元のアパート、借家、どんどん埋まりつつありま

すとの事、被災者の（住宅を無くした）方が避難所から

地元に帰って来ているとのことです。もし戻られる予定

の方は早くしないと、間もなく無くなりそうですとのこと。

ただ、小さなお子さんのいる方は逆に退去していると

のことなので、その空き室がこれからも出てくるかなと

の事です。 

 

ある市会議員の方が市内のアパートの空き室を市で借

り上げて被災者の方に仮設住宅ができる間だけでも提

供したらどうかと話していたので、ぜひやるべきだと、

やってくださいと、お願いしたのは、もう一週間ほど前

だったけど、今もってそんな動きがありません。やはり

屋内退避が足かせになっているようです。市の行政も

屋内退避のままでは、災害復興も何もできない状態の

ようです。しかし次の、準備はできるはずですが。  

駅前のステーションホテル再開しましたが、奥さんが来

店されたので、お話したのですが、部屋は満室との事。

日立関係の会社と仮設住宅メーカーの（大和かな）の

社員が宿泊しているとの事。仕事は相馬市に行ってい

ます。相馬市は市内のアパート住居を市で借り上げて

提供しているとの事です。 

屋内退避の南相馬市原町区に宿泊して、仕事は相馬

市に。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

避難所避難所避難所避難所からからからから初登校初登校初登校初登校    ・・・・・・・・・・・・    被災地被災地被災地被災地でででで働働働働くおくおくおくお父父父父さんへさんへさんへさんへ    

負負負負けてらんにぇけてらんにぇけてらんにぇけてらんにぇ    ！！！！    みんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺ    ！！！！！！！！        

南相馬市から新潟県三条市へ集団避難した者たちの現地

報告です。  2011-04-05 08:55:10 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/c338ba2

8d06b71937bf1663051e4a97f 

 
今朝は 息子さんの始業式・初登校です。 

贈られた真新しいランドセルを背にして、 

部屋の皆さんに大声で ・・・ 「いってきま～す」 

・・・ スキップしながら出かけていきました。 

とにかく、この嬉しそうな顔をみてやって下さい！ 
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お疲れの中でお寄せくださった昨夜のコメント ・・・ 

本当に有難うございます。 

 

＊ 避難先で卒業・進級おめでとうの会のコメントをお

読みください。 

・・・ お体に気をつけて お仕事にお励みください。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

被災地訪問被災地訪問被災地訪問被災地訪問----１１１１    全国市長会全国市長会全国市長会全国市長会のののの職員派遣方針職員派遣方針職員派遣方針職員派遣方針をををを説明説明説明説明    

森民夫森民夫森民夫森民夫のののの「「「「ほっとほっとほっとほっと一息一息一息一息」」」」        ―長岡市長としての公務の合間

に「ほっと一息」感じたことをお伝えします―   

(2011年4月 5日 23:03) 

 4 月 2 日、3 日の 2

日間にわたり、福島

県、宮城県、岩手県

の知事、及び、市長

を訪問し激励してき

ました。 

 訪問先の知事や市

長さんには、全国市長会が、市役所機能の回復のため、

全国の各市から応援の職員を数か月から数年にわたり

派遣する方針を説明しました。 

 写真は、たまたま矢田神戸市長と一緒に奥山仙台市

長を激励した際の写真です。長岡市は、中越地震の際、

神戸市から指導を受けましたので、一緒に、奥山仙台

市長にアドバイスができたことは、嬉しいことでした。 

 午後には、瀬戸福

島市長と一緒に佐藤

福島県知事を訪問し

ました。 

 福島県庁舎が被害

を受け使用できなく

なったため、知事も

職員も隣りの狭い自治会館で仕事をしていました。ま

た、原子力発電所の状況も一向に好転しないため、知

事は大変お疲れの様子でした。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

【【【【南相馬南相馬南相馬南相馬市役所情報市役所情報市役所情報市役所情報】】】】    （掲載許可済） 

情報は H23.4.5 18:00 現在です。 

◎ 放射線量放射線量放射線量放射線量    

南相馬市の独自測定です。 

南相馬市立総合病院北側入口前 

 

4月 5日18：00現在 0.90μsv/h 

4月 5日 9：00現在 0.83μsv/h 

4月 4日18：00現在 0.82μsv/h 

4月 4日10：00現在 0.89μsv/h 

4月 3日18：00現在 0.90μsv/h 

4月 3日 9：00現在 0.90μsv/h 

4月 2日18：00現在 0.90μsv/h 

4月 2日 9：00現在 1.00μsv/h 

4月 1日18：00現在 0.85μsv/h 

4月 1日 9：00現在 0.90μsv/h 

3月31日18：00現在 1.07μsv/h 

3月31日  9：00現在 1.04μsv/h 

3月30日18：00現在 1.08μsv/h 

3月30日  9：00現在 1.04μsv/h 

3月29日18：00現在 1.05μsv/h 

3月29日  9：00現在 0.98μsv/h 

3月28日18：00現在 1.05μsv/h  

3月28日  9：00現在 1.05μsv/h  

3月27日18：00現在 1.14μsv/h  

3月27日  9：00現在 1.15μsv/h 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

■ 編集編集編集編集よりよりよりより    

今回より文字の大きさを 1ポイント上げて 12ポイント

で印刷をしています。昨日長岡大学の学生が配布した

際に「もう少し文字が大きいとよい」というお声をお聞き

し、早速対応いたしました。 

また、長岡技術科学大学の学生により長岡市の新産

体育館（南相馬市民在）にも配布させていただくことに

なりました。    

 


