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今更今更今更今更ながらながらながらながら    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だけでも忘れないでいよう。  

2011 年 08 月 04 日(木) 10 時 47 分 00 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10975022616.html 

『反原発の人って電気使ってないんだよね？自家発電？

乙！！』 

っていう人、どうぞ書き込みを。 

存分に叩いてやりますから。 

実際に言われたりしましたからね。 

反撃は十分できますよ 

 

原発に賛成の人へ 

福島原発にどうぞ来てください。 

普段着で。 

そこで働いている方々にかわって働いてください。 

もしくは福島産の食べ物を食べてください。 

賛成ならすべてできるでしょう？ 

 

最近、芸能人が反原発を訴えていたりします。 

そしてバッシングをうけたりもしています。 

私にはバッシングをする側や原発賛成が理解できない。 

どうせ、東電でしょ。 

原発ないところでしょ。 

 

批判を恐れて行動をおこさないのは弱いと思います。 

政治家でも。 

福島の議員はどうだ。 

でてこない。 

そりゃそうですよ。 

浜通りの議員いないんですから。 

福島市と南相馬の議員をあわせること事態がおかしい。 

昔はちゃんとわかれてたんです。 

小選挙区かなんだか知らないけどそんなややこしいことして

るから紛らわしいんでしょ。 

だから他人事なんでしょ。 

役に立たない議員は不要です。いりません。お荷物です、国

の。 

議員は特別扱いなんですか？国民の代表じゃないんです

か？？ 

議員は少なくするべき。 

給料も安くしてその分を義援金にまわすべき。 

お荷物な国会はいらない 

 

############################################# 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから８８８８月月月月２２２２日夜日夜日夜日夜    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！  2011-08-02 20:08:39 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/60229eb9683c8d

524fc56361986ce004  

ある会社の方が、久しぶりにお店に来ました、今は福島から

相馬市に通っているとの事ですが、仕事で南相馬市原町区

に入る時は、会社から線量計を渡されるそうです。 どうやら、

その会社は南相馬市へは今後も帰って来そうにないとの事で

す、南相馬市は住む所ではないとの認識のようで、その方も

帰ってきて住む意志はないと言っていました。 

 

小さいお子さんが店に来ることもよくあります、まれに、たまに

妊婦の方も見えます、これにはちょっと驚きますが、本当に人

によって極端に放射能のとらえ方が大きく違うものですね。 

今日は南相馬市原町区錦町の放射能の値は０，４２でした、

雨のおかげで少しずつ下がってきているのかな？ 

安全基準の値が０，３ですから、もう少しです。（あくまでもＮＰ

Ｏの方から聞いたことですが） 

 

そういば、相馬市、福島市では、今後原発に何か（爆発し放射

能飛散した場合）あったら、市民を北海道に移住させる計画を

立てているとの事です。どこか姉妹都市になっているようで、

北海道も了承しているようです。 

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）等からの転載です。執筆者は南相馬市関係の

方（滞在の方・避難された方等）が主体です。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ものではありませんがそのものではありませんがそのものではありませんがそのものではありませんがそ

れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの立場立場立場立場でのでのでのでの本音本音本音本音がががが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。同じ被

災者・市民同士の生の意見として参考にしていただ

ければ幸いです。 

編集・発行 NPO ながおか生活情報交流ねっと soiga01@gmail.com、

今まで協力いただいた先（判明している所のみ）：長岡大学、同学生有

志、長岡技術科学大学ボランティアサークル、飯田ボランティア協会、

山古志村のマリ 配布協力避難所：新潟県長岡市内・湯沢町内・見附

市内・小千谷市内、長野県飯田市内・豊丘村内、ほか 

新聞 PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html  
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あくまでも、何かあった時の準備ではありますが、リスク管理

から言えば、正しいですね。最悪の状況を考えて準備してお

くことは、震災以来他の自治体の対応を見ていて、計画した

のだと思いますが、残念ながらわが南相馬市ではそんな計画

も話も聞きませんが、大丈夫なんでしょうか。 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから８８８８月月月月４４４４日朝日朝日朝日朝         2011-08-04 05:15:07 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/1e0da60520f6d1

46845a3ba6afff48eb  

チェ救援ＮＰＯの方たちが言っていましたが、一番大事なの

は、この町の人たちが行動できるか、ということですね。 

自分たちの町を再生したいのなら、国や行政任せではなく、

まずは、自分達から行動して行政を動かしていくことが必要で

すね。 

それにしても、前回よりは地元の方が参加していたように思い

ますが、大半は他県のボランティアの方たちが多いです。 

なぜ、他の地区の方たちがこんなに南相馬市を心配している

のに、地元の人たちは自分たちの町の事が心配ではないの

かな、すべて行政間任せでは、手遅れになっしまいます。 

 

一番大事なことは、自分たちの生活環境の放射線の線量を下

げるという事、（寝室なども大事）そのデーターを取って確認し

改善すること、そして最大の課題は内部被爆を最大限防ぐと

いう事です、牛肉の問題に表れたように、今まだわからないう

ちに汚染食物を摂取している可能性もゼロではないわけで、

いかに食べ物を気をつけていくか、が大事です。 

 

線量計、食物検査機、ボディーカウンター、３点セットが欲し

いですよね、情報を得られる発信地が欲しいですよね、市民

の皆さんが立ち上がれば、応援しますとチェ救援の方たちが

言っていました、彼達にやってもらうのではなく、自分達で始

め行動しそして協力してもらう 

ことが基本です、ただそのためには資金も必要ですがまずは

やってみることが行動することが、大事かな。 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから８８８８月月月月４４４４日昼日昼日昼日昼   2011-08-04 14:28:17 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f2e4fc2daab42c

cdaaeedea64186bfa1  

屋根帽子さんへ 

 

昨日のチェ救援の方たちの話で、この地で暮らすためには、

いかに放射線を低くして生活するという事が、大事なようで

す。 

まず、一週間の自分の生活の状態を放射線を測ってみること

です。自分の受けている放射線がどれだけなのか、出来るだ

け正確に知ることです。それがわかると、本当にここにいては

ダメなのか、いいのかがわかれば、住んでいても安心だし、

ダメなら決断も出来ると思います。何も分からず不安な気持ち

で暮らすのは特に良くないですよね。 

 

詳しく知りたいときは、８月２０日（土）チェ救援の方たちが南相

馬市に来ます、サンライフの労働福祉会館で午後１時から夜９

時まで 

相談会を開催する予定ですから、この間の時間にでも、行っ

て聞いてみるのも良いかもしれません。 

 

ただ、私もそうですが、話を聞けば聞くほど、へこみます。言

われることはわかるのですが、放射能が見えない危険なので、

実感がなく、 

除染しなければならないのはわかるのですが、面倒な気がし

てしまいますよね、私は家、店、店の周り、市場、など自分が

行動している、生活している、場所を計測して見ました、店、

家、の中は０，１１から０，１４ぐらいです、市場は０，１５から０，

２５ぐらいでした、 

寝室は０、１１です、店の周りは高い所で０，３０から０，４０、た

だ雨どいの下、草むら、などは高いです、２から３ぐらい、そう

いったところには近づかないことですね、出来るだけ、値の低

い所で生活する工夫をするしかないですね。 

 

福島市で母乳の検査もしたそうです、何人のうちの２、３人だ

ったかは忘れましたが、検出されたそうですが、その方たち

は原発事故直後に避難しているうちに、内部被爆したようだと

の事です、やはり爆発直後に放射能の飛散、その為に汚染さ

れた主に野菜などを食べた事が 

原因なのかな？そういった事を国が早くに、言ってくれてい

れば、防げたのかもしれませんよね。 

 

############################################# 

    

情報隠情報隠情報隠情報隠しししし    ・・・・・・・・・・・・    心配心配心配心配ですですですです。。。。    

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。  2011-08-04 10:53:09  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/732fe

7722ebc8261912cf4fa3ad9dad8 

政府や東京電力の情報隠しは ・・・目に余るものがあります。 

このような情報隠しは ・・・ 国民を欺き 危険に追い込むも

のです。 
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福島第一原発事故のあと 

政府や 多くの御用学者が 

放出された放射性物質が 極めて大量にもかかわらず 

 

「安全だ」 

「すぐには健康に影響しない」 

・・・ などと発言し 

新聞やテレビも それを受け入れてきました。 

そのほとんどが ウソとまでは言わないものの 

相当に的を外していたことが 

・・・ 次第に 明らかになってきています。 

 

とくに 福島県 私の住んでいた南相馬市は 

県民 市民の命と将来を正しく考慮して 

対応している ・・・ といえるでしょうか。 

 

こればかりは  

あとで ・・・ 「ゴメンネ」では 困ります。 

先の短いこの年寄りは 

・・・ 心配しているのでございます。 

 

＜ 追記 ＞ 

しっかりと読ませていただきました。 

１．南相馬市緊急時避難準備区域避難計画 

   平成２３年７月１５日 南相馬市災害対策本部 Ａ４版 ５

頁 ＋ ９頁 ＋ 付図１ 

２．平成２３年７月５日 東日本大震災及び原発事故対策調査

特別委員会（第７回）会議録 

   福島県南相馬市議会 Ａ４版 ３７頁    
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丸屋丸屋丸屋丸屋のののの駅駅駅駅そばそばそばそば、、、、営業再開営業再開営業再開営業再開        

ゆっゆっゆっゆっ太郎太郎太郎太郎 (2011.08.01 01:43) (2011.08.01 01:43) (2011.08.01 01:43) (2011.08.01 01:43)        

相双ゆたどさ ゆったりがどっさり。～ふくしま相双相双～  

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3531.html 

 

3.11 の震災以降 

運休したままで、再開は 5 年後？ 

といわれている JR 常磐線の久ノ浜駅～亘理駅間（2011.8.1：

現在） 

 

その、ほぼ中間に JR 原ノ町駅があります。 

震災と、東京電力原発災害により電車の発着がなく相馬を経

由して仙台方面へ向かう JR の臨時バスが運行する駅。 

原ノ町駅には、昔懐かしい立売りの駅弁がありました。 

かにめし、舞たけごはん、ほっきめし弁当。。。 

原ノ町ずぎ眼の前にある、ロイヤルホテル丸屋の弁当部が 

すべてまかなっていました。 

 

原ノ町駅にはもうひとつ、利用していた方々にとってかかせな

い、忘れられない「駅そば」。 

朝の通勤・通学時間 

夕方の放課後・部活動帰りの中高生 

他所へ電車を利用して出かけた行き帰り 

駅舎の中に香る、原ノ町駅のそばつゆの甘い香り。 

 

今日 8/1(月)、原ノ町駅の｢駅そば｣営業再開です。 

駅舎での再開ではなく販売しているロイヤルホテル丸屋さん

のレストランたんぽぽ店舗内での営業となります。 

  

 ”フやげだコロッゲ、喰ぅーのがぃぃーンだべしだ” 

 ”コロッゲは、つゆ染み込んだあだりがンめんだど” 

 ”おらは、やっぱし、かきあげだぁ” 

 ”玉子落どしで、月見にしねっが” 

 ”ンだげんちょも、おらはうどんだなっ” 

「駅そば」の話題は尽きません。 

 

営業再開のメニューは 

 

かけそば・うどん ￥270- 

天ぷら ￥110-（1 個）   

生玉子 ￥50-（1 個） 

 

営業時間は、当面 8:00～14:00 ですが 

営業再開の今日 8/1 から丸屋の「駅そば」を待ち焦がれたお

客さんに「もちンと早ぐっがら始めでもらわンにべが…」 

と、声をかけられたそうです。 

8/1（月）からの 3 日間は、オープン記念として 

かけそば、100 円での提供です。 
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人気のコロッケ、いなりずしも今後、だんだんに提供を開始し

ていきたいとカウンター内のおばちゃんがニコニコ話してくれ

ました。 

 

4 ヶ月ぶりに口にする、「駅そば」。 

かけそばで、つゆまで飲み干してきました。 

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

◆ロイヤルホテル 丸屋 

  たんぽぽ 

福島県南相馬市原町区旭町 2 丁目 28 番地 

（地図はこちらから） 

営業時間：8:00～14:00 

web：ロイヤルホテル丸屋 

URL：http://www.maru-ya.jp/ 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
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真野小学校真野小学校真野小学校真野小学校（（（（鹿島区鹿島区鹿島区鹿島区））））でででで感動感動感動感動のののの卒業式卒業式卒業式卒業式    

南相馬市生活復興南相馬市生活復興南相馬市生活復興南相馬市生活復興ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターののののブログブログブログブログ  

2011-08-03 21:55:25  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10974586431.html 

 去る７月３０日（土）、震災により延期となっていた、真野小学

校（鹿島区）の卒業式が行われました 

 

 同校は、３・１１の津波被害により、校舎や庭・体育館など、た

くさんの瓦礫や泥で埋もれてしまいましたが、延３００名を超え

る全国のボランティアの皆さんの手により、見違えるほどきれ

いになりました。 

卒業生が、母校での卒業式を迎えられたこと、本当にうれしく

思います！ 

 

 当日は、終始片付け作業に汗を流した地元の若手ボランテ

ィアも来賓として招待され、卒業生へエールを贈りました。 

作業にかかわっていただいたボランティアの皆様にご報告い

たします。 

 

############################################# 

 

 

 


