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やっとやっとやっとやっと…………    生生生生きるきるきるきる    

私は中学生です。中学生でもこんなことを考えている。そん

な今を発信していきます。まだ踏ん張り時です。あともう少

し、粘りましょう！。2011 年08 月05 日(金) 23 時59 分22 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10976844419.html 

こんにちは、キャナです。 

只今、東京の目黒区におります。 

7日は待ちに待った大会。 

明日はセミナーです(^_^) 

やっと、という感じですかね。 

震災からの夢がいまここにあります。 

嬉しいことです。 

 

諦めかけていたのですから。 

ＭＪＣ、いろんなところで宣伝？しといて良かった(*^^*) 

ＭＪＣのマネージャーに昇格できる程度のことはやったかな、

うん。 

 

ま、とりあえず一言。 

私は今、舞い上がっています。 

友達とこうして会えて歌えて話せる。 

これ以上ないくらい、嬉しい。 

 

ではノドのために寝ます！ 

ではまた明日 

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

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５５５５日朝日朝日朝日朝    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！  2011-08-05 05:17:18 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2bfaf6c89ad9fd

49a190c4e0b0845d56  

いよいよ、国の本性が見えてきましたね、原発周辺は国有化

だそうです。管総理が１０年、２０年は無理と言いかけて謝罪し

たことがありましたが、もうあの時から１０ｋ２０ｋ圏内は国有化

に向かっていたのでしょう。 

 

南相馬市などの緊急時避難準備区域も解除すると、言ってい

ますが、解除＝安全が本当なら良いのですが、なかなかそう

はいかないのに、国が解除しようとしていることに、多くの人が

不信感を持っています。これまでの国の行動を見ていると、仕

方のない事ですよね。 

 

国＝官僚 以前からそう思っていましたが、政治家は国民の

代表のはずですが、国を動かしているのは、間違いなく官僚

ですよね、日本で一番優秀な人が官僚になっているはずな

のに、そんな人たちがどうして国民、国のことより、自分たちの

省庁の利益を優先してしまうのか？ やっぱり仕組みが悪い

のですよね、人は良くても、組織がダメでは人も悪くなってし

まいますよね、こうなったら管総理に官僚と官僚組織をバッサ

バッサと切り捨てていただき、官僚にも危機感を持たせないと、

変えられないですね。 

 

まだまだ、管総理やめられないようですね。こうなったら、官

僚組織を変えるために居座りますか。 

国民にとって良い事であれば、歓迎ですが、大臣はすぐに官

僚に取り込まれているようですが、総理だけは取り込まれない

ように頑張っているように思いますが、この考え間違っていま

すかね？ 

 

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６６６６日朝日朝日朝日朝         2011-08-06 05:27:39 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/0c67ad755b1736

f7d8e3d3757e726170  

『不運に負けたら不幸になる』 誰かがそういいました。 

 

今回の震災はまさに不運なことです、しかし、この震災に負け

たら、不幸になってしまいます。なんとしても、復興、再建しな

ければなりません。ＮＨＫだったかな、テレビで南相馬市の夫

婦が北九州市に避難してみえる家族の事を放送していました

が、９月に奥さんと下の子供とが、南相馬市に帰って来ると、

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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旦那さんと上の子供２人は北九州市に残ると、夫婦で何度も

話し合って決めたと言っていましたが、奥さんがある施設で働

いていて、その施設が９月から再開するのに来てくれないか

との要望に応えて戻ってくるようです。 

 

奥さんの話の中で、帰らないと故郷の南相馬市が無くなって

しまうのではないかと、それも心配だと言っていました、今住

んでいる人たちも皆さん同じ気持ちでここに住んでいるようで

す。 

２０ｋ圏内の小高区の人たちは、今時間が経てば経つほどに、

もう自宅には故郷には帰らない気持ちになっている方が増え

ているようです 

原町区より地震の被害が大きいこともあり、家屋の倒壊やイン

フラの整備、もちろん放射能の危険など多くの困難がまだま

だ解決の見通しさえないのですから、あきらめと言うより、これ

からの最善な方法、最善な道を進みたいと考えているようで

す。 

 

その方たちが故郷の近くの同じ南相馬市の原町区に帰って

住めるように除染し安全な町にしなければいけませんよね。 

 

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６６６６日夜日夜日夜日夜   2011-08-06 19:27:02 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/42fa9de574fe1e

ac519b08cf1d41feb0  

今日、南相馬市復興市民会議が開かれました。第三回になる

のかな、福好再見が行ってきました。 

 

復興ビジョンの基本理念のスローガンが少し変わりました。 

『心のふるさと、南相馬に生きる』 だそうです。 

 

基本方針１、すべての市民が帰郷し地域の絆で結ばれたまち

の再生 

 

基本方針２、逆境を飛躍に変える創造と活力ある経済復興 

 

基本方針３、原子力災害を克服し災害に強い安全・安心のま

ちづくり 

 

どうでしょうか？この基本方針を元にこれから具体的にそれぞ

れの基本方針の施策を考えて行くのだと思いますが、なにか

大きなインパクトのある、世界に類のない、まち、地域になるよ

うな施策があればいいのですが。 

 

みんなで考えなくては！ 

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

南相馬南相馬南相馬南相馬からからからから SOSSOSSOSSOSパートパートパートパート２２２２・・・・・・・・・・・・子子子子どもをどもをどもをどもを守守守守りたいのですりたいのですりたいのですりたいのです    

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。  2011-08-06 17:34:10  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/c3669

586904edc6090973dadfdfb3d19 

（前略） 

緊急時避難準備区域が今月中にも解除されようとしていま

す。 

本当の危険を知らせぬ政官業学報。 

 

我々はモルモットでありません！ 

土を調べて 子どもを守りたいのです。 

フクシマでは沢山の子どもたちが自主避難していますが 

避難の権利も認められていません。 

危険な土にはセシウム以外の 

たくさんの放射性物質が入っている事を知らせず 

内部被曝で重篤な被害を与えようとしています。 

 

南相馬市議 大山弘一 

南相馬から SOSパート２ 

３１１ルースチェンジ 

http://www.youtube.com/watch?v=O-VMhQFn00g 

情報拡散。よろしくお願いいたします。    

    

ふるさとへふるさとへふるさとへふるさとへ帰帰帰帰りますりますりますります    

2011-08-06 22:47:48  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/2a053

a75959a2cd95b10fa9f9cf38864    

 

    

一足お先に 自家用車で ・・・ 

 

８月５日 ふるさとへ帰ります。 
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出迎えのバスがくる前に     出迎えのバスを待ちます 

 

  
積み込みです          いよいよ 乗り込みです 

 

  
見送ります         別れです 

 

 
バスが去ったあと ・・・ 

 
いよいよ ガラーンとなりました ・・・ 

    

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

    

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市、、、、いちばんいちばんいちばんいちばん南南南南にあるおにあるおにあるおにあるお店店店店    

どっさりんこ (2011.08.08 10:35) 

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/3563.html 

南相馬市の『メンチカツ』と言えばと聞くと必ずあがるお店があ

ります。 

『今野畜産』 

「今野畜産｣さんの名物と言えば「メンチカツ｣！！ 

安くて大きくて美味しいの３本柱。 

いつもお店に行くと、入りきれないほどのお客さん。 

皆さん必ず「メンチカツ」を買っています。 

ショーケースには迷ってしまう程の揚げ物。 

そして新鮮で安くて美味しいお肉が。 

私もついつい沢山買っていました。 

相双地域に来て大好きなお店の一つです。 

 

東京電力原子力発電所 20km 圏の、警戒区域 

30km 圏の、緊急時避難準備区域の 

ほんとうに境界域近くにあるお店。 

昔ながらの味を愛する地元の皆さんのため 

お店を再開、提供を続けていただいています。 

 

 

震災後に『今野畜産』さんに行ってまいりました。 

震災前とは違いお客さんは私達だけ（涙） 

お店に入ると優しい笑顔の女将さんが迎えてくれました。 

店内はいつもと変わらない風景。 

  

 

勿論、私は迷わず「メンチカツ（￥７５）」を注文。 

そして本日のお買い得品の「ヒレカツ（￥５０）」も！ 

 

注文しながら女将さんとお話をさせていただきました。 
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女将さん家族も避難されていたそうです。 

しかし、お客さんから「メンチカツが食べたい」との電話が殺到

し、 

4 月 22 日の緊急時避難準備区域に変更になった際に戻りお

店を再開に！！ 

「今は皆さんへの恩返し、採算度外視でやっています」っと。 

そして最後に「ここのお店は南相馬市で一番南のお店です」

っと！ 

本当に警戒区域と目と鼻の先です。 

 

でも皆さんの「メンチカツ」を食べたときの笑顔が見たくてお店

をやっているそうです。 

 

本当に早く原発が収束し除染が終わり 

またお店に入りきれない程のお客さんが戻ってくれれば 

と思うどっさりん子でした。 

 

でも、今畜メンチは相変わらずうま～～い。 

  

 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

◆有限会社 今野畜産 直売店 

住所：福島県南相馬市原町区高字竹ノ内 19-2 

（地図はこちらから） 

TEL：0244-23-5202 

営業時間：10:00～18:00 

定休日：日曜 

※ お店のご都合により臨時に休業する場合もあります。 

  ご了承ください。 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

    

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

    

除染強化月間除染強化月間除染強化月間除染強化月間スタートスタートスタートスタート！！！！    

南相馬市ホームページ 

写真で見る東日本大震災 【2011 年 8 月 5 日】 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-08/josen.jsp 

   中央図書館や博物館、鹿島小学校など公共施設の除染

を行い「除染強化月間」がスタートしました。 

 中央図書館や博物館では、8月 9日の再オープンを前に 3

日間の日程で除染作業を行いました。屋根や外壁に高圧放

水銃で特殊洗剤を散布し、通路や屋上はデッキブラシでこす

り清掃しました。 

 また、鹿島小学校では各小中学校の校長、教頭、教諭、ＰＴ

Ａ関係者、教育委員会職員など約30人が参加し、5班に分か

れて除染作業を行いました。 

■南相馬市博物館   

   
▲高所作業車で屋根の上へ   ▲洗剤を吹き付ける作業員 

   

■中央図書館   

   
▲2階通路を洗浄する作業員   ▲隅々まで洗い流します 

    

■鹿島小学校   

  
▲校舎の外壁を除染 ▲側溝も丁寧に除染 

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

 


