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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２２２２２２２２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！  2011-08-22 19:46:21 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f68978afeb5f18cf86e49b

6cb2ea1f6d  

『今日、頂いた資料から』 

●正しく怖がる放射能、放射線 

そもそも何なのか？放射能は放射線を出す能力のことです。

ホタルを例にして。 

飼っていたホタルがカゴから逃げ出すと放射能漏れ、ホタル

の光が放射線です。放射線を浴びるのが（被爆）、放射能を

出す物質が付着するのが（放射能汚染）です。 

この二つの言葉の意味も異なります、（被爆）した人は放射線

を出しませんが、（放射能汚染）された人やモノからは放射線

が出るので除染が必要になります。 

今、被爆に悩まされているものは、原発が爆発した際に放出

された放射性物質がチリや雨に混じって地表に降り注ぎ、土

や植物、水を放射能汚染してしまったからです。 

現在は原発から出ている放射線で被爆しているわけではあり

ません。 

 

いつも、何か良い話はないか、良い情報はないか、明るい話

題はないか、見つけようといろいろな方の話を聞くのですが、

難しいですね、原因は放射能ですが、なにかないですか

ね？ 

個人的には、孫のブログを見るのが今、唯一の楽しみです

が。 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市８８８８月月月月２３２３２３２３日朝日朝日朝日朝         2011-08-23 05:40:15 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/3ae2e25eaeddf8

fccb7fc34eb5846766  

どういう形が良いのか。サイヤの隣りの店舗をどうしたら有効

に使えるのかが、いまいちよくわからない、やりたいことは、分

かるのですが、運営方法、運営する人、の事を考えると、地元

の人たちの協力が不可欠のような気がしますが、なかなかそ

ういった話をしていく機会が無いので、私が加盟している駅

ひがし商店会で集まってもらって、話をしてみたいと思ってい

ます。役員との話で９月に（第２週あたり）集まることにしようと

考えています。３１日には市場の役員会もあります、そこでも

話を聞いてみたいと思います。 

ここに住み続けることにするには、これから、長い戦いが待っ

ていると思います、その為には慎重にならざるおえないし、ど

うしていくのが良いのか、リサーチが必要だし、地元の協力も

必要です。 

 

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２３２３２３２３日夕方日夕方日夕方日夕方  2011-08-23 17:04:39 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/9347a4e3da1070

fb812da7facd727f4f  

今日の夜は全日食のオーナー会があります。相馬市のナカ

ジマストアーさんに集まります。 

夜のブログが書けないかもしれませんので夕方書いていま

す。 

 

ソフトクリームの機械を導入しようと考えていましたが、なんと

夏前には約３５万ほどしていた機械が（冷凍庫付だったため）

本体だけ販売するようになったため５万円になりました。 

今日、発注しました。数年前から東京での各種展示会などに

行くたびに見てきていましたが、価格が高かったので躊躇し

ていましたが、待っていて正解でした。 

その会社は中国に進出することになり、あたらしい機械を開発

したとのことです。 

新商品の機械は手に入らないのですが、旧製品の機械での

発注です。機能は変わりませんが。 

カップ式のソフトクリームの機械です。販売価格は２００円を考

えています。 

 

今日もある団体から支援物資の受け入れ先にならないかと聞

かれました。なんでも、このほどアイロンを１０００台ほど支援

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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物資としてもらえるそうで、仮設に住む人たちに配ろうと計画

しているようです。今回はロータリークラブにお願いするようで

すが、これからもいろいろと入ってくるとのことですが。 

 

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

2012201220122012 年相馬野馬追年相馬野馬追年相馬野馬追年相馬野馬追までまでまでまで、、、、あとあとあとあと 340340340340 日日日日    

ゆっゆっゆっゆっ太郎太郎太郎太郎 (2011.08.23 11:30) (2011.08.23 11:30) (2011.08.23 11:30) (2011.08.23 11:30)    

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/3682.html 

亡くなられた方の鎮魂を願い更には相双地方の復興のシン

ボルとして規模を縮小し開催された平成 23 年度の東日本大

震災復興 相馬三社野馬追 

【相双ゆたどさ】 

：平成 23 年度東日本大震災復興相馬三社野馬追宵祭 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3422.html 

：平成23 年度東日本大震災復興相馬三社野馬追～その壱～ 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3452.html 

：平成23 年度東日本大震災復興相馬三社野馬追～その弐～ 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3474.html 

：平成23 年度東日本大震災復興相馬三社野馬追～その参～ 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3507.html 

今年度より、相馬野馬追の日程は(8 月へ繰越さない)7 月最終

の土・日・月での開催とな

りました。 

出陣騎馬のお宅の野馬追

開催日の朝は夜明けととも

に始まります。 

 

 

沐浴し、身体を清め小袖の上から

鎧直垂を着ます。 

 

 

 

 

 

 

 

鎧直垂の上から脛当を着け 

 

 

 

 

 

 

佩楯を履きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

籠手に腕を通し 

 

 

 

 

 

 

 

胴を着けます。 

 

 

 

 

 

 

 

旗指物を指す待受を

晒布でしっかり固定

します。 

 

 

 

 

 

 

脇差と太刀を佩き 
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袖を着けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

左肩に役付の肩証を付け 

今年度出陣の全騎馬が喪章を鎧に

纏いました。 

 

 

 

 

 

祖霊さまへ出陣の報告

と無事の凱旋を祈り 

出陣となります。 

 

 

 

 

副大将、北郷(南

相馬市鹿島区)の

海老原 永明 殿

御使番 

髙田 博昭さんに

ご協力いただきま

した。 

 

来年 2012 年度開催は 7 月 28 日(土)・29 日(日)・30 日(月) 

今年開催できなかった雲雀ヶ原祭場地での甲冑競馬と神旗

争奪戦。野馬追本来の姿を現在に伝える小高神社での野馬

懸を。 

  

  相馬野馬追執行委員会 公式ページ 

  (URL：http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/) 
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八沢幼稚園八沢幼稚園八沢幼稚園八沢幼稚園をををを臨時開園臨時開園臨時開園臨時開園しますしますしますします    

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市ホームページホームページホームページホームページ    

東日本大震災関連情報（H23.8.24 8:30 現在） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/yasawarinji-y

ochien.jsp 

１．開園日  9月 1日（木）～ 

 

2．対象児童 

 南相馬市に住所のあるお子さん又は南相馬市に避難してい

るお子さんで次の年齢の方 

(1)平成 17年 4月 2日～平成 18年 4月 1日生まれのお子

さん（5歳児） 

(2)平成 18年 4月 2日～平成 19年 4月 1日生まれのお子

さん（4歳児） 

 

3．入園申込み 

（1）申込受付  ・8月 22日（月）～ 

（2）受付場所 

・教育委員会幼児教育課（市役所２階） 

・八沢幼稚園 

・鹿島幼稚園 

・上真野幼稚園  

（3）受付時間 

・午前 9時～午後 4.時 

※時間内においでになれない場合は、電話等でご相談くださ

い。 

 

※震災以前に在園していた方や平成23年4月から入園予定

だった方も、新たに申込みが必要です。 

 

4．幼稚園授業料  月額：4,500円 

 

5．昼食 

学校給食センターからの給食を提供します。(2 学期から完全

給食) 

 

6．預かり保育 

 降園時から午後 6時までお子さんをお預かりします。希望さ

れる方は、幼稚園に申込みください。 

 

７．その他 

（1）お子さんの送迎は、保護者の方が行ってください。 

（2）当分の間、屋外での活動は行いません。 
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（3）福島第一原子力発電所の状況により、休園する場合があ

ります。 

 

写真写真写真写真でででで見見見見るるるる東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    

（復興復興復興復興へへへへ心心心心をひとつにをひとつにをひとつにをひとつに盆踊盆踊盆踊盆踊りりりり）  

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

n-odori.jsp 

 

【2011年8月14日】 

 原町区の旭公園で「南相馬市民盆踊り大会～心をひ

とつに、一歩前へ」が行われ、盆踊りのほかカラオケや

ビンゴゲーム大会も開催されました。 

 ちょうちんの灯りが幻想的な会場では盆踊りが始まり、

浴衣姿の参加者がうちわを手にしながら音頭に合わせ

てやぐらを回り、踊りを披露しました。 

  

   

▲出店が並び賑わう会場   ▲やぐらを回る参加者 

    

   
▲踊りを見物する人も ▲心をひとつに踊ります 

 

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

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    

2011-08-23 21:08:12 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10995469289.html  

今日は、６１名のボランティアさんに活動いただきまし

た。ありがとうございました！ 

 

  『南相馬市生活復興ボランティアセンター』 

【組織】 

（本部）鹿島区西町２－１１７ 

    ＴＥＬ ０２４４－４６－１０５８ 

  つながりづらい時は、０２４４－４６－５３５４へ 

（支部）原町区小川町３２２－１ 

    ＴＥＬ ０９０－２８５２－６４８３ 

【機能】 

（本部）・仮設住宅入居者の生活支援活動 

    （本会の生活支援相談員が行います） 

    ・生活支援に関するボランティアの受付 

    ・鹿島区での災害復旧活動（ガレキ撤去・泥だし

等）に関するボランティアの受付     

（支部）・原町区での災害復旧活動（ガレキ撤去・泥だし

等）に関するボランティアの受付 

 

≪今後の活動予定≫ 

★復興イベントの運営補助 

 ○活動日：８月２７日(土) 

 ○募集人数：１５名 

  ※支部(原町区)受付 

★借上げ住宅への支援物資配布 

 ○活動期間：8月28日(日)～31日(水) 

 ○募集人数：毎日２０名 

※ 支部(原町区)受付 

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


