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嬉しいなと感じる瞬間嬉しいなと感じる瞬間嬉しいなと感じる瞬間嬉しいなと感じる瞬間        生きる生きる生きる生きる    

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 16 日(火) 19 時 05 分 02 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10987989091.html 

 

こんにちは、キャナです。 

24 時間 TV 無事終わりましたね(^_^) 

出演させていただき、本当に感謝です。 

自分たちでは初めてのノリの良い曲に合わせての合唱だった

ので新感覚で楽しかったです。 

 

今日、歌ったあとに思ったのはまた一曲、合唱できる歌がまた

増えたということでした。 

少しずつだけど一曲ずつ皆で覚えていく達成感ってやっぱり

ありますよね^^ 

 

今まであまりそれを大きく考えたことはありませんでしたが、今

は大きく大きく感謝していきたいです。 

 

仲間ともう一度、歌えることは唯一の私の心の支えです。 

本当にありがとうございました！！ 

    

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

南相馬市から８月１９日朝南相馬市から８月１９日朝南相馬市から８月１９日朝南相馬市から８月１９日朝    サイヤ社長のブログサイヤ社長のブログサイヤ社長のブログサイヤ社長のブログ    

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！  2011-08-19 05:18:48 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5dd4e80f4c5e4a

faabf13701cfad275b  

朝から大雨です。除染になるのかな？自然の除染機能がある

のならいいのですが、以前ある学者さんが日本とチェルノブ

イリとの違いで、チェルノブイリは平地が多いが、日本は山が

あり谷があり川があり海があり、雨が降るたびに除染効果があ

り、数年たてば放射能の値は確実に下がると言っていたよう

に覚えていますが、結局最後は海に流れることは間違いない

ですが。 

あるテレビ番組でユーロッパでは放射能廃棄物の船による海

洋投棄は禁止されているが、それ以外での投棄は認めてい

るようですが、またラグーン？だったかな再処理場では直接

海に汚染水を流しているし、煙突からは放射性物質が出され

ていて周辺の土壌を汚染しているとグリーンピースの調査で

明らかにされていましたが、大丈夫なのかな。 

 

福島の原発も同じような事しているのかな、毎日毎日水を流し

入れ続けていて、そこで出てくる汚染水をそんなに処理でき

るのかな？ 

結局、海に流れていくのは暗黙の了解なのかな。 

 

昨日、ある年配のご婦人が除染すると言ってもどれだけお金

をかけて元に戻せるのか？莫大なお金がかかるのなら、どこ

か安全な土地にそのお金を使って避難、移住させてくれた方

が良いのかも、と言っていましたが、なかなか答えが出せな

い問題ですね。 

ただ、その方もお孫さんと一緒に暮らし始めたばかりだったの

で、いまは高知に避難しているとの事ですが、この町にいた

のではもう一緒に暮らせない事になるのが残念でならないの

との思いが強いですね。 

 

南相馬市から８月２０日夜南相馬市から８月２０日夜南相馬市から８月２０日夜南相馬市から８月２０日夜         2011-08-20 19:45:01 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/7288bb78b740c9

5c79c75a754876f314  

本日、名古屋からチェルノブイリ救援 中部の方たちがみえま

した。 

食品の放射線を測る機械の設置のことで、説明に来られまし

た。 

 

これからは、この町で住み続けるには、体に浴びる放射線と

体内に入る内部被爆をいかに少なくして生活していくかが重

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

は個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそ

れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。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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要なようです。 

その為には、正しい知識と共に正しい数値を確認しながら生

活していかなくてはなりません。 

 

自分の食べている食物がどれだけのセシウムの値があるの

か、それを毎日どれだけ食べていてそれが年間どれだけに

なって、その値は大丈夫なのかを、自分が知っていく必要が

あるようです。 

 

どうやら、市などの行政では、食物の放射能検査まではやら

ないようです。今現在は、市民の私たちが自主的にやるしか

ないようです。国の基準たとえば食物は５００ベクレル水、牛

乳は３００ベクレルと言われていますが、その十分の一を目安

に考えて、自分たちの体を守る必要があるようです、チェルノ

ブイリでは日本の暫定基準の十分の一が基準になっているよ

うです。 

 

問題は、運営する為の人員です。 

設置場所はサイヤの隣りの貸店舗でもできそうだという事です

が、その為の運営費（電気、水道料、ガス、電話）が必要だし、

そこで働く人の費用もいります。 

 

ボランティアの方に頼ることも考えていますが、一番重要なの

は、そこを運営していく組織です。その組織をどういう形にす

るのかが、一番の課題です。 

福好再見でも考えて行きたいと思います。 

 

南相馬市から８月２１日夜南相馬市から８月２１日夜南相馬市から８月２１日夜南相馬市から８月２１日夜  2011-08-21 19:28:36 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/7fb6b9074cb1a852

54d4b37b93e297cf  

加害者＝東電、国 被害者＝国民 間違いないですよね。 

うっかりしていると、ごまかされそうで、訳が分からなくなってし

まいます。 

 

簡単に除染をしなくてはと言っていましたが、いろんな人に話

を聞いているうちに、 

除染がこんなに難しいものだということが、だんだんわかって

きました。除染作業の仕方、出てくる低レベルではあるが放射

性のゴミ、土、水、放射能の高い値の所での作業方法、さまざ

まな事がありますが、一番なのは危険があるということですよ

ね。 

放射能の危険、見えないからつい忘れてしまいますが、間違

いなく危険なんですね。 

 

今日、お話を伺って感じたことは、自分の生活環境の中で受

ける放射線量を把握する事、食べ物からの内部被爆量を把握

すること、それらを総合しての年間で体が受ける放射能線量

の値を正しく把握する事がまずもってやらなくてはならないこ

とだという事。 

 

まだまだ、分からない事ばかりですが、そういった情報を多く

の方たちに伝えていこうと、考えています。サイヤの隣りの店

舗跡を有効利用できないかを考えて行きたいと思います。 

チェルノブイリ救援 中部のみなさんご苦労様でした。 

 

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

「除染・除染・除染」・・・「除染・除染・除染」・・・「除染・除染・除染」・・・「除染・除染・除染」・・・    田舎芝居田舎芝居田舎芝居田舎芝居    

負けてらんにぇ！みんなでなんとかすっぺ！！負けてらんにぇ！みんなでなんとかすっぺ！！負けてらんにぇ！みんなでなんとかすっぺ！！負けてらんにぇ！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。  2011-08-19 04:03:22  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/45029

ff361faea4e3e14c481f85c7749 

 
放射性物質は 降り続いています。 

 

なぜか最近 原発事故の収束工程に関する 

原発内作業の詳しい進捗状況については 

テレビも 新聞も ピタリと沈黙でした ・・・ 。 

悪ガキがおとなしいときは 

悪いことをしているときが多いものですが ・・・ 。 

 

そして 外では 

緊急避難準備区域の解除に向けて 

出てくる言葉は「除染 ・ 除染 ・ 除染 ・・・ 」の大合唱。 

次には 

計画的避難区域の解除に向けて ・・・ 

玄葉光一郎国家戦略担当相（福島三区）が 

・・・ わざわざ福島県を訪れて 曰く 

「 除染を進めるために逃げてはいけない 

現実を直視すべきだ 」 ・・・ と。 

 

そして そして あげくは ・・・ 
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東日本大震災と福島第一原発事故に伴い開設された 

福島県内・県外の一次・二次避難所は 

８月末に原則的に閉鎖 

１０月末には全面閉鎖 ・・・ の強行手段。 

（福島県は 避難を依頼した県にも それを求めています） 

 

福島県が８月末を 原則閉鎖の期限としたのは 

避難者に 今後の中長期的な生活設計を立て 

学校の夏休み終了に合わせて 新生活に入ってもらうため 

・・・ だそうです。 

さて さて 

福島県の子どものいのちと未来は ・・・ どこにありますか。 

福島県民のいのちと健康は ・・・ どこにありますか。 

安全 安心 は ・・・ どこにありますか。 

 

まるで 東大の児玉教授とやらを狂言役として 

悪の露見を恐れる代官が 

ことを急ぐ筋書きがみえみえの ・・・ 田舎芝居のようです。 

いうまでもなく 戯作者は 国と東電など ・・・ 。 

そして 芝居小屋への呼込み役は 

欲に溺れ わが身の保身に汲々とする輩（やから）かもしれま

せんね ・・・ 。 

 

「 除染 ・ 除染 ・ 除染 ・・・ 」 

やはり 演ずる芝居小屋は 

・・・ 天井のない ムシロで囲（かこ）った掘立て小屋なのでしょうか。 

・・・ まもなく 秋が来て 

木枯らしが吹きはじめます ・・・ 。 

 

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

多珂うどんを使って、南相馬名物冷やダレうどん多珂うどんを使って、南相馬名物冷やダレうどん多珂うどんを使って、南相馬名物冷やダレうどん多珂うどんを使って、南相馬名物冷やダレうどん    

ゆっ太郎 (2011.08.22 11:00) 

相双ゆたどさ ゆったりがどっさり。～ふくしま相双～  

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3673.html  

19 日（金）まで浪江焼麺太国の太王はじめ麺 Ber がなみえ焼

そばを出展していた 

お台場合衆国 2011 

   

【相双ゆたどさ】：浪江焼麺太国太っちょなみえ焼そば in お台

場合衆国(2011.8.17：掲載) 

 

その、お台場フジテレビでは番組と、東日本大震災の被災地

域 3 県(岩手・宮城・福島)の 18 市町村が連携した『みちのく合

衆国 NEW EAST PRODUCTS』として参加市町村とフジテレ

ビ番組のコラボ商品を販売しています。 

[みちのく合衆国 NEW EAST PRODUCTS] 

 (URL： 

http://eshop.fujitv.co.jp/fulldesign/B020002/B020002-1.html) 

相双地域からは 浪江町は、ドラマ「それでも、生きてゆく」と、

てぬぐいを 大熊町は、バラエティ「ライオンのごきげんよう」と、

ミニタオルを  ドラマ「チームバチスタ 3 アリアドネの弾丸」と、

T シャツを 富岡町は、バラエティ「ほこ x たて」と、タオルを 

  ドラマ「絶対零度 特殊犯罪潜入捜査」と、ネッククーラーを 

 南相馬市は、情報番組「とくダネ！」と、うちわを  ドラマ「全

開ガール」と、多珂うどんを福島県内からは、喜多方ラーメン・

たまりせんべい。 

いわき市からも出品予定です。 

それぞれの番組とコラボしてオリジナル商品を販売していま

す。  その中から、南相馬市の「多珂うどん」 

 

販売元：[有限会社 高ライスセンター] 

 (URL：http://www.takaricecenter.co.jp/) 

※画像は高ライスセンターさんサイトよりお借りしました。 

ドラマ｢全開ガール｣の中で、たびたび画面で目にする 

”南相馬名物 冷やダレうどん” 

これからもドラマ内に登場するそうです。 

  

[フジテレビ月曜 9 時、ドラマ「全開ガール」] 

ドラマ｢全開ガール｣内での創作ですがこの、”南相馬名物 冷

やダレうどん” 
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このブログを読んでいただいている方で”南相馬名物 冷や

ダレうどん”オリジナルレシピ教えていただけたらぃぃなぁーと

思いながらこさぇでみました。 

 

南相馬市の多珂うどんを茹でます。 

茹でてる間に、野菜を切ります。 

 ツナ缶を開け、汁分をきります。 

 トマトを薄くスライス。 

 きゅうりを千切りに 大葉も千切り 

冷やダレは、簡単にドレッシングとめんつゆに酢で酸味を効

かせて。。。 

ドレッシングは、郡山で臨時開業している富岡・夜の森の良品

地産ショップ おらほ・ya さん 

福島県昭和村産 えごま使用 黒じゅうねんドレッシングを使

いました。 

  

 [相双ゆたどさ]：富岡町夜ノ森おらほ・ya さんの”絆”

(2011.4.26：掲載) 

そうこうしている間に、多珂うどん 茹であがりますので、流水

で冷やし 準備していた野菜等と盛りつけます。 

ポイントはひとつだけ。 

うどんは必ず高ライスセンターの、多珂うどん 

”南相馬名物 冷やダレうどん” 

 

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

●避難の状況と市内居住の状況●避難の状況と市内居住の状況●避難の状況と市内居住の状況●避難の状況と市内居住の状況    

南相馬市ホームページ 

◇避難の状況（H23.8.22 現在） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/sinaihinanjo.

jsp 

平成 23 年 3 月 11 日現在の人口 71,559 人 

【市内居住者】 

・自宅居住 31,988 人 

・市内の避難所 152 人 

・市内の知人宅や借上げ住宅等 3,959 人 

・市内の仮設住宅 3,232 人 

・計 39,331 人 

【市外避難者】 

・市外の避難所 3,306 人（うち福島県外 1,622 人） 

・市外の知人宅や借上げ住宅等 23,129 人（うち福島県外 

14,296 人） 

・計 26,435 人 

【その他】 

・死亡（震災以外の死亡含む）1,047 人  

・転出 3,446 人 

・所在不明 1,300 人 

・計 5,793 人 

 

◇市内居住の状況（H23.8.22 現在） 

【小高区】 

・3 月 11 日現在の人口 12,838 人 

・現在の居住者数 -人 

・全域警戒区域 

【鹿島区】 

・3 月 11 日現在の人口 11,604 人 

・現在の居住者数 11,756 人 

・一部緊急時避難準備区域 

【原町区】 

・3 月 11 日現在の人口 47,117 人 

・現在の居住者数 28,021 人 

・一部警戒区域 

・一部計画的避難区域 

・一部緊急時避難準備区域 

【合計】 

・3 月 11 日現在の人口 71,559 人 

・現在の居住者数 39,777 人 

※3 月 11 日以降の転入者を含むため、避難の状況の市内居

住者数と合計の数が異なります。 

  

◇市内開設避難所（H23.8.19 現在） 

（南相馬市民以外も含む） 

・原町第一小学校 40 人 

・石神第一小学校 49 人 

・原町第二中学校 62 人 


