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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３０３０３０３０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！  2011-08-30 05:25:33 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e4699b838665b3

5d4b3ee91e2f798a3b  

ワンワールド、世界はひとつに という考え方 おもに海外で

は。 

宗教でユダヤ教、キリスト教、イスラム教、同じ神様ですよね、

ヤハァウェイ、アラー、名前は違っても同じ神様、究極の概念

の考え方に行きつくと世界は一つ、神も一人になります。モー

ゼ、キリスト、モハンメドは神からの言葉を預かりし者（預言者）

です。神から人への警告を伝えてきました。人はその言葉を

守ろうと信仰しています。 

 

原発事故が私たち人間に教えようとしていること、放射能は人

間には手には負えないと言うとこではないでしょうか。どう考え

ても高レベル放射能廃棄物が出続けている以上、人類にとっ

て危険が増え続けているということですから、その解決法がな

い以上原発を新たに作ることはありえないでしょう。今、出続

けているものはどうしようとしているのでしょう。少しづつ、福島

の大熊あたりが廃棄物の保管場所になりそうな雰囲気になっ

てきていますが、国は正直に考えを言って欲しいものです

ね。 

もう国民をだますことはできないでしょう。 

新しい政権はどうなるのでしょうか？いつのまにか自分の世

代（５０代）の政治家が首相になる時代になりました。今の日本

を作ってきたのは主に団塊の世代の人達、これからの日本を

作り直すには私たち世代とその子供達の世代が真剣に考え、

行動していくことが重要になると思います。 

 

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３１３１３１３１日夜日夜日夜日夜         2011-08-31 19:35:10 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/345ca1b63ac62a

b284bc69ddcd1ff929  

今日、久しぶりに青葉幼稚園の理事長先生と話をしました。青

葉幼稚園、除染をしました。運動場の土を剥いで入れ替え、

屋根から建物、雨どい、も除染しました。 

 

６月の時点で運動場での放射線の値が１ミリシーベルト以上

あると、除染費用の六分五の助成金が国から出るそうでした

が、青葉幼稚園は０，７だったそうで、適用外になりその後福

島県で二分の一助成金を出すことになり、今回除染作業をし

たそうです。 

費用は８００万円かかったそうです。自己負担は４００万円、東

電に請求するそうですが、いつになるのかわからないようで

す。 

ただ、園児が戻って来るかはわからないようですが、再開する

ために職員も解雇しないで待機させているようです。５０人ぐ

らいはもどるかな？と言っておられました。 

  

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから９９９９月月月月１１１１日朝日朝日朝日朝         2011-09-01 05:15:11 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/60bfe52350598d

584db510e026267b54  

いよいよ、９月に突入、南相馬市の準備区域が解除されようと、

各学校、施設、公園などの除染が始まって来ました。解除され

てからの町の状況がどうなるのかがわからないから不安が皆

さんにあるようです。良くなってくれることを期待しているので

すが、一度壊れた生活や企業の営業活動がすぐに元通りに

はならないとは思いますが、まあ、どうにかなるでしょう。 

 

県では野菜や果物の基準５００ベクレル以下であれば出荷制

限はしていません。安全というよりは、摂取しても直ちには健

康に被害がありません。という事だそうですが、そんなあいま

いな基準で市場に出てきていますが、一様は国や県が良いと

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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判断しているわけですが、同じ行政の中にある学校給食にな

ると（福島産の野菜、果物は納入しないでください）との事で

す。子供達の健康を考えての事でしょうが、検出ＮＤの野菜で

もダメではどうしようもないですね。他の産地の品物を納入す

るときは、どこ県のどこ市、町、のどこそこ、までを表示してくだ

さいとのことです。 

 

サイヤでは地物野菜は農家の方たちが自主的に検査をうけ

て基準以下（ほとんどＮＤかベクレル１０ぐらい）の野菜を中心

に販売していますが、まだまだ少量で限られた農家の方たち

なので、もっと増えると良いのですが。 

 

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

三条市三条市三条市三条市    最後最後最後最後のののの集団避難所閉鎖集団避難所閉鎖集団避難所閉鎖集団避難所閉鎖    

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。  2011-09-01 02:36:34  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/e56fa

565620d753866f0937114e83bf8 

  

 
一昨日（３０日）の閉鎖準備です 

 

昨日（３１日） 新潟県三条市の最後の避難所（総合福祉セン

ター）が閉鎖となり、 

３月１６日から１６８日間の役目を終えました。 

三条市４ヵ所に最多時の４月には６１１名が避難しておりました。 

最後の５世帯９名の退所で閉鎖となったものです。 

不安いっぱいで入所し 

・・・ この日を迎えるまでには いろいろなドラマもありました。 

長いようで短い  短いようで長い ・・・ ５ヶ月半です。 

  

  

  
今後は 市内に散在する避難者が集まり・交流する部屋「ひ

ばり」（総合福祉センターの一角）が 

さらに活動を促進してゆきます。 

 

長い間 本当にありがとうございました。 

 

危機感危機感危機感危機感    ・・・・・・・・・・・・    原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者 2011-09-01 12:06:30     

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/9e5e0

d7f970c21d4ba68a885fc04450a 

 

こんな情報が入ってきました（抜粋）。 

・・・ 。  

南相馬では こどものガラスバッジを無償で配るのかと思った

ら ・・・ 申込書と同意書が送られてきた。  

「無くした場合は３，５００円支払います。」・・・ なので 今さら

馬鹿にするな！ と 通知書を棄ててる親もかなり居ます。  

 

 子どもと妊婦に配布された線量計は、各自で線量の確認が

できない。 

調査する側は 放射線量を元に疫学調査ができるが、調査さ

れる側は 放射線量を元に避難ができない。 

 絶句…。 

 福島県は６月２４日、１５歳未満の子供と妊婦に線量計を配

布した県内の市町村に対し、購入費を全額補助すると発表し

た。 

 放射能の影響を心配する県民の強い要望を受けた措置で、

対象者は子供約２８万人、妊婦約２万人の計約３０万人。当面
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は１年程度、継続的に測定してデータを蓄積し、今後の対策

に役立てる。 

 

 線量計は、目視で表示が確認できない「ガラスバッジ」と呼

ばれるタイプで、定期的に回収して線量を調べる。 

 関連予算約６０億円を補正予算案に計上。全額を国の負担

とするよう求めていくといい、佐藤雄平知事は記者会見で、

「子供を守るため、あらゆる手段を講じる」と述べた。 

・・・ 。 

 

このところ 急速に自由がなくなっていることへの ・・・ 危機

感をおぼえます。 

「思いやりの心」や「思いやりの気持」を忘れた官僚や政治家

の ・・・ 黒い力を感じます。 

自主、自助を忘れ ・・・ 

多くの市民が「お上だのみ」になることも ・・・ 恐れます。 

 

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

毎月毎月毎月毎月ニクニクニクニクのののの日日日日はははは今野畜産今野畜産今野畜産今野畜産ののののチーズメンチチーズメンチチーズメンチチーズメンチ    

ゆっ太郎 (2011.08.30 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/3739.html 

 

震災と津波により亡くなられた方々への鎮魂と復興への祈りを

込めて開催された今年度の東日本大震災復興 相馬三社野

馬追。 

 

開催 3 日目の野馬懸は例年斎行されている小高神社が東京

電力原子力発電所より 20km 圏内の警戒区域内に位置するた

め開催できず本年度は JR 磐城太田駅からすぐの多珂神社に

おいて規模を縮小し神馬を奉納する上げ野馬神事として開催

されました。 

 【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～その参～  

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

多珂神社近くにはフジテレビ月 9 ドラマ「全開ガール」に登場

し話題になっている”南相馬名物 冷やダレうどん”の多珂うど

ん製造元、高ライスセンターがあります。 

【相双ゆたどさ】：多珂うど

んを使って、南相馬名物

冷やダレうどん 

http://yumesoso.jp/yu

tadosa/archives/3673.

html 

もうひとつ、南相馬の名物。メンチカツ(もちろん、その他の揚

げ物や総菜も)の今野畜産も JR 磐城太田駅のずぎねっごで

す。 

  

 【相双ゆたどさ】：南相馬市、いちばん南にあるお店 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3563.html 

これでもかの大きさと、おいしさで通常 1 枚75 円のメンチカツ

が毎月 29 日、ニクの日にはチーズ入りで 1 枚 95 円。 

 

スライスチーズではなくサイコロ状のチーズがメンチカツの中

にゴロゴロ。ンまぃんだ。 

 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。 

◆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 

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休業する場合もあります。ご了承ください。 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

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

新新新新たなたなたなたな発想発想発想発想によるによるによるによる事業事例事業事例事業事例事業事例のののの研究研究研究研究についてについてについてについて 

南相馬市ホームページ 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/shinsai2/zigyouzi

reinokenkyu.jsp   最終更新日：平成23年8月29日 

 市の経済分野に係る復興計画の基礎資料作成のため、新

たな発想による事業事例を研究しました。 

 これは、南相馬の地域特性を生かし、これまでの経済振興

策にとらわれない、新たな発想に基づき、市の将来を展望で

きる事業を創造するため、事例研究を行うこととしたもので

す。 

パートナー企業等の募集 

 市ではこの事業事例内容に沿った復興事業の実施を検討し

ていますので、事業推進に向けた提案をお持ちの企業等団

体やパートナーとなって事業実施を担う考えをお持ちの企業

等団体の方は、それぞれの事業担当の問い合わせ窓口に電

子メール等でお問い合わせいただきますようお願いいたしま

す。 



 南相馬ブログ新聞 平成 23 年 9 月 2 日(金)第 102 号  

 4

新たな発想による事業事例の研究～ 経済復興計画の策定

に向けて～ 

 全文（PDF：3,450kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei.pdf 

 表紙・目次（PDF：36.5kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-01.pdf 

 １．事業事例の研究にあたって（PDF：36.9kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-02.pdf 

２．事例の紹介 

 （1）第一次産業 

 エデン（EDEN）計画＝複合企業体の形成（PDF：306kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-03.pdf 

 環境にやさしい農業の促進（PDF：141kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-04.pdf 

  【第一次産業の内容に関する問い合わせ】 

  経済部 農林水産課 

  〒975-8686  南相馬市原町区本町二丁目 27 

南相馬市役所西庁舎 2階 

   電話：0244-24-5261 FAX：0244-23-7420 

   Email：norinsuisan@city.minamisoma.lg.jp 

 （2）第二次産業 

    放射線研究施設群の形成（PDF：408kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-05.pdf 

    ロボット工学産業の導入（PDF：336kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-06.pdf 

    再生可能エネルギー基地の整備（PDF：472kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-07.pdf 

    工業基盤整備の推進（PDF：229kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-08.pdf 

    地域の高度技能人材育成（PDF：266kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-09.pdf 

  【第二次産業の内容に関する問い合わせ】 

   経済部 商工労政課 

   〒975-8686  南相馬市原町区本町二丁目 27 

南相馬市役所西庁舎 2階 

   電話：0244-24-5264 FAX：0244-23-7420 

   Email：syokorosei@city.minamisoma.lg.jp 

 （3）第三次産業 

    滞在型観光の創出（PDF：703kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-10.pdf 

    春夏秋冬の四季イベントの実施（PDF：409kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-11.pdf 

  【第三次産業の内容に関する問い合わせ】 

   経済部 観光交流課 

   〒975-8686  南相馬市原町区本町二丁目 27 

南相馬市役所西庁舎 1階 

   電話：0244-24-5263 FAX：0244-22-3100 

   Email：kankokoryu@city.minamisoma.lg.jp 

   ３．今後の進め方（PDF：49.1kb） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/mpsdata/web/5125/jirei-12.pdf 

 【問い合わせ】 

   経済部 商工労政課 

   〒975-8686  南相馬市原町区本町二丁目 27 

南相馬市役所西庁舎 2階 

   電話：0244-24-5264 FAX：0244-23-7420 

   Email：syokorosei@city.minamisoma.lg.jp 

 

 

簡易教室簡易教室簡易教室簡易教室でででで授業授業授業授業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 

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

【2011年 8月 29日】  

 小・中学校の校庭に開設された簡易教室「ユニット教室」で

の授業が始まりました。 

ユニット教室は、鹿島小、八沢小、上真野小、鹿島中に合わ

せて 24 教室が設けられ、校庭の除染作業が進んだことから

授業を開始したものです。 

鹿島中学校の校庭に設置されたユニット教室には、原町二中

の生徒が柔剣道場などから引っ越し、快適な空間での授業に

笑顔で取り組んでいました。 

  
▲校庭のユニット校舎      ▲快適な教室での授業 

  
▲授業に集中！  ▲はかどる勉強 


