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もしれませんね。
良い話も、まだ、不確実ですが、土壌の放射能を沢山吸収す
る雑草があるとの話が聞こえてきました。
その雑草を植えていけば数年で土壌の除染が可能になるよう
ですが、ぜひ実現して欲しいですね。

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。

南相馬市から１０月１８日火朝

2011-10-18 05:15:39
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/0e2c66358d659e
2b40befca6abc76e80

『ＡＫＢ４８』
テレビで見ているだけですが、大好きです。なんといっても一
生懸命に活動している姿が素晴らしい！しかも一人一人がき
ちんと自分の役割や良さをわかっていてそれでいてチームワ
ークを乱すことなく頑張っている姿に共感できます。

編集・発行 NPO ながおか生活情報交流ねっと soiga01@gmail.com、

新聞 PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html

南相馬市から１０月１６日夜 サイヤ社長のブログ

浄土真宗では阿弥陀仏、一仏を仏壇に奉ってあります、多く
の仏様の中でも阿弥陀仏を選んである訳は、阿弥陀仏が私
たち人間を救うために、本願をたてられました、人々の迷いや
苦悩を取り払うために救うために『４８』の悲願をたてられたの
です。
そしてその悲願が叶えられない時には私は仏にはならぬと宣
言されました。その本願を達成される為に浄土から私たちの
住む江戸（現世）の世界に菩薩として来られています。
４８の悲願の第一は 地獄、餓鬼、畜生をこの世から無くすこと。
とあります。
地獄とはまさに争いごと戦争ですね、餓鬼とは飢え（愛情や食
など）畜生とは恐れ恐怖のとこです。
ＡＫＢ４８はこの世に放たれました。４８の悲願を達成するため
に放たれた菩薩様なのです。
と私は解釈していますが、秋元康はすごいですね、考えが深
いです。

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！ 2011-10-16 19:24:51
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d981607264eb23
8ccef46f85948bf244

福島のお米
お米の放射能の移行係数は０，０００８～０，００１７だそうで
す。
土壌のベクレル数がたとえば６００００ベクレルの農地からお
米が出来ると玄米の放射能の値が４８ベクレルから１０２ベクレ
ルになるということです。
粘土質の農地の方が放射能が作物に吸収されにくいようです。
砂地の農地は高くなるようです。福島は粘土質の農地が多い
とのことです。
その他の野菜の移行係数
アスパラ 0,00069 トマト 0,0036 キャベツ 0,0047 小松菜
0,0022 ナス 0,0023 キューり 0,0046
ジャガイモ 0,0007 人参 0,0008 などです。

南相馬市から１０月２１日夜

2011-10-21 19:20:21

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/b1b98a72b1dca3825b8b
6b45159eca92

野菜を作る前に農地の土壌の検査をしてベクレル数が判れ
ば、作る野菜の出来た時の放射能のベクレル数が前もって予
想が付くとのことです。
まずは農地の土壌の検査をしましょう。農地の除染が最重要
ですね。正しい除染の仕方を是非にしてください。農家の方
たちに出来るだけ安全な野菜を作ってもらわなくては、お店も
売ることはできませんね。
キノコは厄介みたいです、特に菌根菌（木と栄養分をやり取り
するキノコ）は生態系状、放射能をよく吸収してしまうようです。
当分というより数十年に亘って野生のキノコは食べられないか

今日は、市場で地物のホーレン草
を買いましたが、この荷主の方は
放射能の検査を受けていました。
こうやってちきんと検査して放射能
ＮＤとして出荷してあるものは、安
心して買っていただけるのでしょう
か？福島の土壌が汚染されている
のは間違いないですが、野菜の放
射能吸収率がまちまちなように、野
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【相双ゆたどさ】：追悼と復興と、ありがとうを（2011.8.12：掲載）

菜それぞれをきちんと検査して公開し販売すれば買っていた
だけるのでしょうか？
農家の方たちにとっ
ては負担が増え大変
ですが、今は当然の
こととしておこなって
行かなくては、頑張り
時ですね。

また、「24 時間テレビ 34『愛は地球を救う』」では「MJC アンサ
ンブル」の合唱が全国へ放送されました。
先週末(10/9)には、鈴鹿サーキットで行われた「Ｆ１世界選手
権日本グランプリ（ＧＰ）」決勝のセレモニーで国歌を斉唱しま
した。

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

震災以降の「MJC アンサンブル」の活動が日本人 F1 ドライバ
ー、小林 可夢偉 選手の目に留まりお互いの気持ちが繋がり、
小林 可夢偉 選手が「MJC アンサンブル」メンバー、家族、関
係者約 60 名を招待し実現したものだそうです。
世界160 ヶ国へ放送された「MJC アンサンブル」の国歌斉唱。
彼女たちの歌声は”負けない福島”の体現です。

世界に届ける”負けない福島”
ゆっ太郎 (2011.10.17 02:47)
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/3991.html
東京電力原子力発電所の災害により休校となっていた 30km
圏内の南相馬市原町区内の一部小中学校が今日(10/17)から
再開となりました。
30km 圏外の臨時校舎へ登校していた児童・生徒が通いなれ
た校舎へ戻ってきました。
でも、県内外の避難先で就学している同級生はまだまだたく
さんいます。
サテライト開校となっている相双内の高校も一部が開校決定と
なりましたがまだ 30km 圏内は休校が続いています。
南相馬市で結成されている中高生合唱団「MJC アンサンブ
ル」(南相馬ジュニアコーラスアンサンブル)のメンバーも原子
力発電所災害発生後、それぞれの避難先へ避難していまし
た。
半年が過ぎた現在も全員が集まり練習することが難しい中
「MJC アンサンブル」のメンバーは全国の復興イベントなどで
合唱を披露してきました。
8 月には、南相馬市鹿島区で開催された被災地 10 箇所で同
時に慰霊の花火を打ち上げる「LIGHT UP NIPPON」で「赤と
んぼ」を斉唱しました。

(「MJC アンサンブル」を指導される金子洋一代表より画像をご
提供いただきました)
【「MJC アンサンブル」ブログ】
：春夏秋冬(URL：http://ameblo.jp/mjc-ensemble/)
南相馬市 えぞ龍
［麺喰い］CrosS (2011.10.19 10:30)
http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3922.html
こんにちは～CrosS です(｀+･ω･´)人(｀･ω･+´)
相双地域はどんど
ん気温が下がって
きましたΣ(･ω´･
lll)
暑いのは大好きな
のですが、寒いの
が大の苦手の
CrosS。
お昼は温かいラーメンが食べたい!!!!! その勢いのまま行っ
てきました!! 南相馬市原町区に在る「えぞ龍」
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メンマとチャーシューもこれまた相性抜群!!!
一気に食べ終えてしまいましたΣ(・ω・ノ)ノ!

このブログでご紹介するのは初めてとなります えぞ龍さん。
3.11 の大震災後、営業再開されるのがとても早かった店舗で
す。
以前から取材に行こう行こうと思ってはいたものの、なかなか
行く機会が出来ず、今回やっと取材へ行く事が出来ました。

今度は「ヤングらーめん」（麺・モヤシ・メンマ・チャーシュー全
て大盛り）
を是非、食べに行きたいと思います+.ｄ(･∀・*)♪ﾟ+.ﾟ
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
えぞ龍
住所：福島県南相馬市原町区錦町 1 丁目 49
TEL：0244-24-5069 定休日：火曜日
営業時間：11:00～14:00 17:00～20:00
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

オ ー ダー は壁に
立てかけられたメ
ニュー表から

最近では手元にメ
ニューが置いてあ
るのが当たり前と
なっている中で、
ちょっと珍しい感じ
がしました。（とても可愛いらしいメニューです）
では、えぞ龍さんのラーメンをご紹介(0ωo*)⌒☆
ゆっ太郎さんは「塩チャーシューめん」をオーダー

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

八王子市民講座にて会の紹介と八王子で起きた実際
の話をしてきました。
つながろう！八王子で！公式ホームページ
福島県から避難されている都内避難者向けの集いを行なっ
ております。 2011 年 10 月 18 日 07:34
http://blog.livedoor.jp/tsunahachi/archives/278144.html

八王子市民講座にて会の紹介と八王子で起きた実際の話を
してきました。
10 月 15 日（土）午後 6 時から行われました『子どもたちの未
来と自然エネルギーを考える八王子市民講座』さん主催で行
われました第 4 回講座『福島の子どもたちを守りたい！山田
真さんと考える－八王子からできること』に最後少しだけお時
間をいただきまして、つながろう八王子の活動紹介、八王子
で被災者が起きた実際の出来事を紹介して参りました。
※メニューには載っていませんが、チャーシュートッピングで
チャーシューめんに出来ます。

『子どもたちの未来と自然エネルギーを考える八王子市民講
座』
http://843koza.info/

CrosS は「ネギみそらーめん」をオーダー

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

濃厚みそスープに、にんにくが合わさり濃いスープ。
濃いスープだから麺とネギの相性抜群!!!
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7 か月ぶりに母校へ登校
南相馬市 写真で見る東日本大震災
http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-10/scho
ol.jsp
【2011 年 10 月 17 日】
緊急時避難準備区域が解除されたことを受け、原町一、原
町三、大甕の 3 小学校と原町一、原町二の 2 中学校が再開し
ました。また、太田小は八沢小から大甕小に移り授業を再開し
ました。
区域内の 5 市町村のうち学校を再開したのは本
市が初めてで、解除後に戻った児童生徒は全体の 44％にと
どまっています。
■原町第一小学校

●県外で民間賃貸住宅の家賃等を負担されていた方
へ
南相馬市
東日本大震災関連情報（H23.10.21 8:30 現在）
http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/kengai-kariage.jsp
●県外で民間賃貸住宅の家賃等を負担されていた方へ
県外における民間賃貸住宅に係る家賃等の返還（遡及措置）
に関しては、これまで検討中と案内してまいりましたが、原発
事故に伴う避難等指示対象者の皆様におかれましては、原子
力損害賠償制度による賠償対象となっておりますので、これ
まで自ら負担した家賃等に関しましては、東京電力への請求
をお願いいたします。
◆問合せ先
東京電力（株）福島原子力補償相談室 電話 0120-926-404
【請求方法等】
○ 請求先：東京電力(株)
○ 対象者：原発事故避難等区域から県外に避難し、自ら家
賃等を負担した方
○ 請求方法：東京電力の原子力損害補償金≪説明書≫補
償金ご請求のご案内
１-2 避難・帰宅費用
・宿泊費（14 ﾍﾟｰｼﾞ）※一部抜粋
※避難先が賃貸住宅の場合にご負担された賃借料（家賃）に
ついては、「2-12.その他請求明細」に賃借料（家賃）がわかる
賃貸借契約書（コピー）を添付いただき、具体的なご事情をご
記入のうえ、ご請求ください。
≪請求書≫補償金ご請求書類
・「C その他請求明細」 ※最終ページ
○ その他：既に請求書を提出された方も、追加請求が可能
ですので、上記東京電力の相談窓口にお問い合わせくださ
い。

■原町第三小学校

■大甕小学校

■原町第一中学校

■原町第二中学校
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