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

明日から明日から明日から明日から    生きる生きる生きる生きる    

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 23 日(金) 21 時 13 分 47 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-11027250741.html 

こんにちは、キャナです。 

全国に行けなかったショックは和らいできました。 

次は全日本です。 

がんばります 

 

というわけで、明日から泊まり込みで練習です。 

自由曲の 3 曲、本気で頑張らねば 

では m(_ _)m 

 

反省 

何故か、このブログ、知ってる人．友達(いわゆるリア友．リア

知?)に知られているそうです。 

あれ？あまり自分のブログ紹介したことなかったんですが

…。 

下手なことは書けませんね（汗） 

あ、でも今まで通り、これからも書いていきますよ^^ 

なのでこれからもよろしくお願いします m(_ _)m 

 

そろそろ政治についても書きたいですね… 

あ、もちろん良い方の。 

 

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

南相馬市から９月２３日金朝南相馬市から９月２３日金朝南相馬市から９月２３日金朝南相馬市から９月２３日金朝    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！  2011-09-23 05:30:25 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/8520e272257663

e669d35b61fd65cfac 

お彼岸です。今日はお寺で集まりがあります。お彼岸が終わ

ると報恩講まではしばらくお寺にいくことはなかったと思いま

すが、今年の原町区の報恩講は私の家での開催が決まって

いましたが、中止になりました。もちろん原発の影響ですが。 

 

いよいよ寒くなりそうです。三日前ぐらいからエアコンは止め

ました。若干湿気がまだありますが、一日に３回ぐらい、内蔵

式の冷蔵庫の水抜きをしていますが、水の量が減ってきてい

ます。店のお客さんの数もまだまだ震災前には戻りませんが、

夕方にはボランティアの方たちが活動を終えて買い物に来ら

れています。なにせ平日は夕方男のお客さんが多く来られま

す。土日はそういった方たちは減ってしまいます。 

 

東電さん大変ですよ、今やっと保証の本払いが始まりました

が、この状況がいつまで続くのか？がわかりません。経済的

なことと精神的なことのダブルパンチの多大な影響が 

この町を包み始めています。なんとかしなくては。 

 

南相馬市から９月２３日夜南相馬市から９月２３日夜南相馬市から９月２３日夜南相馬市から９月２３日夜         2011-09-23 19:36:58 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/bbb54b8fc90983

1d3d89ba201025a401  

今日も忙しい日でした。サイヤのおはぎ絶好調です。作って

も作っても売り切れてしまいました。こんなに売れるとは、来年

はもう少し段取りを良く考えてみようと思います。生花もすぐに

売り切れてしまいました、この震災の状況の中ではお客さん

の動きが読めなくてつい控えめな仕入れになってしまいます。

商売は難しいですね。 

 

『読書の秋』 

本は好きです、高校生時代、下宿生活だったのでテレビが無

く、もっぱら本屋、図書館で読書していました。だから今でも

常に本を読んでいます。今現在、５冊の本を抱えています。

古賀茂明（日本の中核の崩壊）中村元（ブッタ心理のことば）

東野圭吾（麒麟の翼）田中ランディ（アルカナシカ）池上彰（宗

教がわかれば世界が見える）の５冊です。東野圭吾はほとん

ど読んでいます、西村京太郎から乗り換えました。田中ランデ

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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ィ、知りませんでした、武田鉄也のラジオ番組で知りました、不

思議な本です、でもまだどの本も完読に至っていません。毎

日仕事の合間での読書の為ですが、お彼岸も終わったので

読み切りたいと思っています。 

 

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

欺瞞欺瞞欺瞞欺瞞    ・・・・・・・・・・・・    「「「「    収束したかのように収束したかのように収束したかのように収束したかのように    」」」」    

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。 2011-09-22 12:51:12  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/7c1d4

2fd2fb280897fbf337f61989a84 

 

多くの国民が 

多くの福島県民が 

多くの市民が 

自分たちの日常的な放射能被曝の現実を ・ 真実を知れば 

原発に対する大きな逆風になるのは ・・・ 必定です。 

 

だから 

原発を推進したい人たちが力を持つわが国は 

一刻も早く事態を収束させて 

「 もう大丈夫 以前の日本に戻りましたよ 」 

・・・ といいたいのです。 

できれば 事故のことは忘れてもらって 

これまで通り 原発を推進していきたいのでしょう。 

 

原子力の本当の恐ろしさを 

多くの国民に 

多くの福島県民に 

多くの市民に 

そして 世界中に知られたくないのです。 

今 

世界中の原発推進派が 

世界中の原発反対派が 

福島第一原発事故の収束を ・・・ 願っています。 

 

ただ 

原発推進派が願っているのは 

本当の意味での収束ではなく 

「 収束したかのように 」 ・・・ 見えることです。 

 

国は 

東電は 

福島県は 

市は 

なぜに そんなに急いで 

人の命を ・ 生活を犠牲にしてまで 

「 収束したかのように 」 「 収束しつつあるかのように 」 

・・・ 見せたがるのですか。 

 

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

秋彼岸。大切な思い出の品々を持主の手元へ秋彼岸。大切な思い出の品々を持主の手元へ秋彼岸。大切な思い出の品々を持主の手元へ秋彼岸。大切な思い出の品々を持主の手元へ            

ゆっ太郎 (2011.09.22 01:00) 

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/3857.html 

震災から半年、6 ヶ月が過ぎ 

例年なら稲穂が黄金色に輝く季節を迎えました。 

 

秋彼岸です。 

相双の各市町村では津波による被害で流されてしまった大切

な思い出の品を自衛隊・警察、機動隊・消防の皆さんが沿岸

部から集めボランティアや、ご自身も被災された方々が泥を

落とし、洗浄し、修復を重ねてきました。 

 

それぞれ市町村ではこの大切な思い出の品を持主の手元に

届けたいと縦覧会場で案内しています。 

 [相双ゆたどさ]：大切な思い出の品々を持主の手元へ

(2011.7.19：掲載) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3388.html 

 [相双ゆたどさ]：新盆。大切なおもいでの品を持主へ

(2011.8.15：掲載) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3612.html 

相馬市では、旧相馬女子高校舎で持主の手元に返るのを待

っています。 
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仮設住宅や、県外他地域へ避難されている方々はおもいで

の品々の縦覧会場へ足を運ぶことが簡単にはできません。 

このブログをお読みいただいている皆さん縦覧会場へお出

かけいただき写真・アルバムなどの品々が、お知り合いの方

のものではないかご確認ください。 

お知り合いの方のものを見つけ、その方か会場の職員に伝え

てください。 

その方々ご家族にとって津波に流され、たったひとつ残った

おもいでの品であるかもしれません。 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

◇[相馬市]公開場所：旧相馬女子高 

 公開時間：10:00～15:00（土日・祝日も公開しています） 

 住所：福島県相馬市中村字川原町 151 

 (地図はこちらから) 

《お問合せ》 

・相馬市生活復興ボランティアセンター 

 住所：福島県相馬市小泉字高池 357 

  相馬市総合福祉センター「はまなす館」2 階 

 TEL：0246-36-7827 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

相双地域各市町村の思い出の品につきましては各市町村サ

イトやウェブで閲覧することができる広報などでご確認くださ

い。 

【広野町】 (URL：http://www.town.hirono.fukushima.jp/) 

 [左メニュー]INDEX → 役場オンライン → 広報ひろの 

 

【楢葉町】 (URL：http://www.naraha.net/) 

 [左メニュー]カテゴリー → <<広報ならは>> 

 

【富岡町】(URL：http://www.tomioka-town.jp/) 

 [右メニュー]カテゴリー → 災害情報関連 → とみおか災害

情報紙 

 

【川内村】(URL：http://shinsai.kawauchimura.jp/) 

 [右メニュー]広報・かわら版 

 

【大熊町】(URL：http://blog-okuma.jugem.jp/) 

 [右メニュー]categories → 広報おおくま 

 

【双葉町】(URL：http://www.town.futaba.fukushima.jp/) 

 [左メニュー]広報ふたば 

 

【葛尾村】(URL：http://www.katsurao.org/) 

 葛尾村臨時広報「ひろがる和」について(葛尾村) 

 

【浪江町】(URL：http://www.town.namie.fukushima.jp/) 

 [右メニュー]広報なみえ 

 

【南相馬市】(URL：http://www.city.minamisoma.lg.jp/) 

 [左メニュー]広報みなみそうま 

 

【飯舘村】(URL：http://www.vill.iitate.fukushima.jp/) 

 東日本大震災関連情報 → 村からのお知らせ → 広報い

いたてお知らせ版について 

 

【相馬市】(URL：http://www.city.soma.fukushima.jp/) 

 [トップメニュー]広報そうまウェブ 

 

【新地町】(URL：http://www.shinchi-town.jp/) 

 [本文メニュー]各種情報 → 広報しんち 

 

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

内部被ばく検査（尿検査）の実施について内部被ばく検査（尿検査）の実施について内部被ばく検査（尿検査）の実施について内部被ばく検査（尿検査）の実施について    

南相馬市 東日本大震災関連情報（H23.9.24 17:30 現在） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/nyoukensa.jsp 

  これまで、ＷＢＣ（ホールボディカウンター）による内部被

ばく検診を小学生以上の年齢の方を対象とし南相馬市立総

合病院では実施してきましたが、小学生未満のお子様たちの

被ばく検診について、不安を抱える保護者様から受診不可に
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ついての問い合わせを頂いておりました。  

 この度、尿検査による内部被ばく検査について、『（株）ＲＨ

Ｃ ＪＡＰＡＮ』からボランティア（無償）で実施したいとの申出が

あり、当院の一区画を利用し、９月１５日から案内・受付を実施

することとなりましたのでお知らせします。 

 

１．受付期間  

平成 23 年 9 月 15 日から 1 ヶ月を予定（受け付け状況に応じ

て延長）  

 

２．受付場所  

南相馬市立総合病院 受付ロビー内（専用デスク）  

 

３．受付時間  

月曜日～金曜日（※土曜日、日曜日、祝日は除く）  9 時～

17 時（※12 時～13 時は除く）  

 

４．無料検査対象者  

3 月 11 日の震災以後、南相馬市に住んでいた（※1）0～6 歳

の児童（※2）が無料検査の対象となります。 

 

※1  3 月 11 日から受付日までの間で、1 日でも南相馬市に

住所を有したことのある児童になります。（3 月 11 日時点では

市民だったがその後転出した方や、3月11日以降に転入して

きた方も含みます。） 

 

※2  0～6 歳の児童とは、受付の時点で 7 歳の誕生日を迎え

ていない児童になります。  

  

５．実施及び検査の概要  

◆対象検体 

 尿（２０ｃｃ） 

◆分析項目 

 Nal（Tl）シンチレーションによる核種分析 

 ・放射性ヨウ素（ｌ-131） 

 ・放射性セシウム 137（Cs-137） 

 ・放射性セシウム 134（Cs-134） 

◆検査結果 

 尿中に含まれる上記核種の数値（ベクレル）を検査結果とし

て算出しご連絡します。 

※申込者の年齢等により預託線量の推定値（シーベルト）を

算出し、検査結果と併せてお知らせします。 

◆定量限界 

２０Bq/L 

※定量限界以下の場合は検出不可となります。 

 

６．必要書類  

・健康保険証 

 

※健康保険証で、検査対象者の年齢や住所が確認できない

場合は、その他確認できる書類をご用意ください。  

 

●●●●大切な方を亡くされた方のための「わかちあいの会」大切な方を亡くされた方のための「わかちあいの会」大切な方を亡くされた方のための「わかちあいの会」大切な方を亡くされた方のための「わかちあいの会」

の開催の開催の開催の開催 

南相馬市 東日本大震災関連情報（H23.9.24 17:30 現在） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/wakachiai.jsp   

 わかちあいの会は、大切な方を亡くされた方々が、なかな

か周囲の方にお話できない悲しみ、後悔などのつらいお気持

ちを、ご遺族同士でお話しできる場です。研修を受けたスタッ

フがお手伝いをしながら、安全な環境で、安心してお話する

ことができます。会の中で話されたことは他に漏れることはあ

りません。どうぞご参加ください。 

 

１．日時：10 月 8 日（土）13 時 30 分～16 時 30 分 

２．場所：原町保健センター 

３．内容 

・ミニ講話 

「大切な人を亡くすということ～悲しみに向き合い、支えあうた

めに～」 

講師 杉本 脩子 先生 グリーフサポートリンク代表 

・グループセッションと茶話会 

４．申込方法：事前に電話等でお申し込みください 

５．主催：グリーフサポートリンク（ＮＰＯ法人 全国自死遺族総

合支援センター） 

６．申込期限：10 月 3 日（月） 

７．申込先・問合せ 

：健康福祉部健康づくり課(0244-23-3680) 

 

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


