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例えば皆さんが夏の快晴の天気、午後 2 時に外にいるとしま
す。そこに立った状態で南の空を向きます。眩しくて目をつむ
りたくなりますよね？
今度は東の空を見てみます。左側（南方面）は太陽が眩しい
し、日差しも左側だけ受けます。二時間もしたら左側だけ日焼
けしちゃいますけど
今度は北の空を向きます。太陽の日差しは無いので全然眩し
くてありません（背中は強烈な日焼けに見舞われますが無視
デス）

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
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。同じ被
れぞれの立場での本音が書かれています。
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。

この様に、向いている方向で目に入ってくる日差しの強さが
違います。これは放射線にも言える事です。なので同じ測定
器で同じ場所を測っても、測定器の向きで値は変わります。も
ちろん最高級品の測定器を使えばほぼ変わらない値になる
かもしれません。しかし個人的に測られている方々は基本ガ
イガーカウンターです。機能の詳細まで書くと大変なのでまた
次回にでも書きますが、ガイガーカウンターは測定器が向い
ている方向で値がガラリと違います。だからと言って公表され
ている測定値が“大正解"なんてオイラは言いませんよ。どれ
も本当って事です。

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

放射線関連その１ 『測定値は何故まちまち？』
第一子と猫、時々 結婚＆コラム
大地震に臆する事無く、3 月 17 日無事に第二子が産まれま
した(≧ε≦)
2011/9/6(火) 午後 2:14
http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/38050949.html

★もちろんこれだけが全てではありませんが、この様に測り方
一つで値が倍になる事もあるって事だけは覚えておいて下さ
い。
と言うわけでまた次回にお会いしましょう

現在、日本における空間放射線量は平時に比べても高いの
はご周知の通り。ここ宮城県仙台市も例外では無く、平時には
0.032μSV/h なのが、今は 0.08μSV/h と約 2.5 倍増えていま
す。
ところでみんなはお気づきですか？と言うのも、
■国（文科省等）や自治体、東電が公表する測定値と、ブログ
やツイッター等で記載されている測定値にこんなにも開きが
あるんだろうか？
■国等で測定した数値の倍くらい違うのではないか！まっ、
まさか改ざん？

#############################################
頭がごちゃごちゃ 生きる
大変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 09 月 05 日(月) 00 時 18 分 05 秒
http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-11008149816.html

こんにちは、キャナです。
お久し振りです。
更新してなくてすみません…
いきなり本題にはいりますが、この前、ホールボディカウンタ
ーに行ってきました。
結果はまだわかりませんが、被曝していないことを願うばかり
です。
何せ、あの高いときに(測定器が振り切ったそうですよ)飯舘に
数日いたわけですから。
でも飯舘にいたことは後悔してません。

そういうの無いですか？ もし無いならここから先、読まなくて
も大丈夫です(笑) 気になる人は読んで見てください。
測定器には大きく分けて、【ガイガーカウンター（ＧＭ管式）】、
【シンチレーション（シンチレータ）式】、【半導体式】ってありま
す。この辺が主力です。値段も書いた順序で高くなります。
機能性の違いはまた別の機会に言うとして、まず『なんで値が
違う（バラツキがある）の？』ってところを……。
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と、自分に言い聞かせるしかありませんね。

あの経験があるからこそ、今の私があるわけですし。
飯舘の避難所で学んだことは大きかったです。

以上は私の意見でした。 南相馬はグダグダですね。
やってらんないですよ、全く。 緊急時避難区域？
解除されたら、援助うけなんねえべ。
外の意見も取り入れてくれないと、困りますよ。
避難した人たちから意見聞かないんですから。
はて、市長さんとお役所はどう動くのか。

南相馬にいたときにとある噂を聞きました。
桜井市長のことで。
桜井さんは確かに民主党に洗脳されている気が致します。
もしくは、朱に交わればあかくなる、的な。
あえて、その噂話は書きません。
信憑性は大きくありますが、言ったら不味い気がするので
(-_-;)
桜井さんに一言。
もし、この噂が本当だとしたら貴方はクズだ。
はやくヨウ素材?でしたっけ？渡せ。
送り返すな。んで、市民に渡せ。
桜井さん。
この噂が本当だとしたら貴方は本当に変わったと思います。
貴方のあの演説は無駄でしたね。
私たちの努力も無駄でした。 残念です。
何かまた変な行動が起きたと耳に入れば、桜井さんについて
の噂を書きますね。
今はまだ書けません。 本当にすみません。
でも今の記事でだいたい察して下さると助かります。
まだ私は桜井市長を信用してはいますから。

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

南相馬市から９月４日夜
南相馬市から９月４日夜 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！ 2011-09-04 19:13:39
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/8227ce610b5a75
e5a10f177d64b02567

最近、ブログを見つけましたとか見てますとか、言われること
が続いています、そこで前にどんなことを書いていたのか見
てみたら、なんと自分が無知だったことが良くわかりました。３
月に帰って来て営業再開したころは、政府の屋内退避に対し
て解除すれば不都合が無くなり町は元に戻るなどどいう事を
言っていましたが、まったく放射能の汚染の事など知らなかっ
たんだなと今さらながら恥ずかしいかぎりです。
こんなに放射能の拡散があり、健康被害の危険があるなどと
思わず、除染がこんなにも大変だという事も知らず、ブログを
書いたいたんだなと、無知という事は恥ずかしいことです。た
だ、このブログのおかげでいろいろな方から放射能の情報を
得られたのも事実です。良い事もありました。
多分、こいつは放射能の事何にもわかっていないから教えて
あげなくてはと思ってくれたんだと思います。

ま、政治家とかそういうのってそんなもんですよね。
信用を裏切らないでいただきたいですね。
話はまたとびますが、ホールボディカウンターを私がしている
とき、私の目の前で医者二人が PS2？と PS3 の違いについて
話してました。
何なんだろうね、南相馬って。
別に何してようが私には関係ありませんが、患者?の前でくだ
らない話してんなよ、という私の感想でした。
どこの病院とは言いませんが。

火力発電がまだ６割、余っているそうです。
これまで、毎年ピーク時の電気使用量が水力、火力の発電能
力を超えた年は一度もないそうです。原発をすべて止めても
停電しない、しかも節電の必要すらないそうですが、
どう思いますか？本当の情報を出して欲しいものです。

あと南相馬の皆さんに注意を。
警察、パトカーには十分にお気をつけください。
電車が通りもしない線路では一時停止した方がいいみたいで
す。
罰金としてお金をとられますから。
南相馬は今、お金ありませんからね。
だからといって電車が一本も通らない線路で一時停止って
(笑)
ま、公務員ってそんなもんなんでしょ。

南相馬市から９月５日月朝

2011-09-05 05:24:10
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/029b7729d831ba
f6985e8479ba68aa70

相馬市の立谷市長、過激発言は今に始まったことではないよ
うですが、南相馬市でも年配（７０歳ぐらい）の経営者でも同じ
ような事を言う人が多くいます。野菜、果物のセシウム量５００
ベクレル以下なのだから、問題ないのに、ある学者が相馬市
での講演でそれでも子供、妊婦は食べない方が良いと言った
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ので、ますます売れなくなってしまう。どうしてあんな事を言っ
たりするのかと、言っている経営者もいます。
年配の人たちは自分達は先が短いからいいんだ、という言い
方をされますが、その感覚で放射能の内部被爆の問題を考
えてもらっては大変です。
私もそうであったように、無知とは恐ろしいものです。自分だ
けでなく周りの人に迷惑をかけてしまう事もあります。これから
は食べ物による内部被爆の問題が必ず問題になってきます
よね。地元より（福島）日本の他の地域の人たちの方が、自分
を守る意識から福島産の購入を躊躇していますよね。相馬市
の魚、漁業はどうなるのでしょうか？
地元の人たちでも、作る立場、販売する立場、買う立場、食べ
る立場、で意識は違うようですが、誰でも安全を共用できる流
通体制にしたいものです。

一時帰宅のときに
住むべきところをなくし
仕事をなくし
どう生きていったらいいのか
・・・ 分からなくなってしまうことがあります。

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

私は この気持をどう表現したいいのか
・・・ 分かりません。

戻れない家 ・・・ 原発震災避難者
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

チェルノブィリの事故のときに避難した約４０万人のその後を
見たら
避難が 途方もなく悲惨なものであるかを
・・・ 学びました。

報告です。 2011-09-05 16:13:13
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/62cd1
65236a01110211fc3cb770c5950

科学的には
避難地域は 人が生活できるような環境には戻らないことを
・・・ 知っています。
避難したわれわれが家に戻ることは 難しいことを
・・・ 知っています。
放射線量が高い地域に生きることも
避難して 生活が崩壊することも
・・・ どちらも 悲しいことです。

昨年９月のわが家の庭で
私の自宅は 原発から１５ｋｍ 警戒区域内にあります。
新潟県三条市に避難して 間もなく６ヶ月になります。

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

LIVE 福島 風とロック SUPER 野馬追
［麺喰い］CrosS (2011.09.05 01:30)
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/3715.html
こんにちは～CrosS です(‘ω’*)♪
福島に元気を与え、その現状を世界に伝えることを目的する
ロックイベント
『LIVE 福島 風とロック SUPER 野馬追』が、福島県を西から東
へと横断しながらの開催が決定しました。

震災によって 多くの地域が被害を受けました。
家をなくした人もいますが
・・・ 住んでいた場所に戻ることができます。
しかし
私の放射能に汚染された避難地域だけは
・・・ それが 叶いません。
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馬市）
【出演】 猪苗代湖ズ、音速ライン、高橋 優、怒髪天、Number the.、
渡辺俊美
9/6 追記：※亀田誠治さん、植村花菜さんの出演が決定しました。
【日時】 9/19(祝) 17：30
【会場】 いわき 日産自動車いわき工場（いわき市）
【出演】 あんべ光俊、音速ライン、宮藤官九郎、サンボマスター、高
橋 優、だっペズとナンバーザ、怒髪天、Number the.、箭内道彦
LIVE 福島 風とロック SUPER 野馬追
■料金(税込)：\3,500 ※9/17[土]は\7,000 ※未就学児童入
場無料
※9/14［水］は無料公演となります
※イベントの全利益は福島県災害対策本部に義援金として寄
付されます。

相双地域では「相馬市」で開催!!!!!
“I love you & I need you ふくしま”をテーマに結成された猪苗
代湖ズ（東白川郡塙町出身）や、
音速ライン、高橋 優、怒髪天、Number the.、渡辺俊美さん等
が出演予定です。
9/6 追記：※亀田誠治さん、植村花菜さんの出演が決定しました。

公開スケジュール
※詳しくは「LIVE 福島 風とロック SUPER 野馬追」公式サイト
・「LIVE 福島 風とロック SUPER 野馬追公式サイト」
http://livefukushima.jp/
・「LIVE 福島 風とロック SUPER 野馬追 ? 風とロックブログ-」
http://blog.magabon.jp/kazetorock/
を閲覧ください。
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
チケット情報「ローソン」
【L コード】 23148
【電話予約】 0570-084-002(L コード必要)
【店頭販売】 ローソン店頭 Loppi にて
【インターネット予約】 「ローチケ.com」
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
チケット情報「その他」
◆チケットぴあ サークル K･サンクス/セブンイレブン店頭（P
コード：147-659）
◆イープラス +ファミリーマート店頭 Fami ポート
◆福島民報社事業局・郡山本社・支社・支局、福島民報販売店
◆スーパースポーツゼビオ（福島県内 6 店）
◆JTB・JTB 総合提携店店頭、JTB エンタメチケットデスク
TEL：0570-030311（平日：10:00～18:00）、JTB エンタメチケット
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
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【日時】 9/14(水) 16：00
【会場】 奥会津 季の郷湯ら里（南会津郡只見町）
【出演】 キヨサク（from MONGOL800/The NO PROBLEM’s）、 熊
木杏里、高橋優、怒髪天、ままどおるズ(箭内道彦×山口 隆)
【日時】 9/15(木) 16：00
【会場】 会津若松 鶴ヶ城公園（会津若松市）
【出演】 OVERGROUND ACOUSTIC UNDERGROUND×高橋 優、
GLR(ガンダーラ・レフトウィング・ライトウィング)※近藤洋一・山口 隆、
斉藤和義、怒髪天×→Pia-no-jaC←×箭内道彦、レキシ
【日時】 9/16(金) 16：00
【会場】 猪苗代 猪苗代湖志田浜（耶麻郡猪苗代町）
【出演】 猪苗代湖ズ、 サン ボ マ スター、高橋 優、 怒髪天、
BRAHMAN、[MC]平井理央
【日時】 9/17(土) 10：00
【会場】 郡山 風とロック SUPER 野馬追メインスタジアム（郡
山市・磐梯熱海スポーツパーク）
【出演】 猪苗代湖ズ、EGO-WRAPPIN’ AND THE GOSSIP OF
JAXX 、サンボマスター、高橋 優、TOKYO NO.1 SOUL SET、怒髪
天、西田敏行、THE BACK HORN、BEGIN、福山雅治 NEW、箭内道
彦、RIP SLYME、長澤まさみ 他シークレットスペシャルアーティスト
【日時】 9/18(日) 14：00
【会場】 相馬 相馬光陽ソフトボール場わいわいひろば（相
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