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南相馬ブログ新聞

いよいよ、２０ｋ圏内は国が買い上げるのでしょうか？今日の
新聞に大熊町の方たちが放射能廃棄物の置き場に大熊町を
するしかないかな？と言っていたようですが、確かに除染をし
ても生活できる状態にはならないのかも、ここ南相馬市でも除
染を始めていますが、本当に効果があるのかがいまいちわか
りません。それでも住んでいますが。
１０ｋ２０ｋ圏内の土地の除染の費用が莫大な金額になることが
だんだんわかってきました、国が買い上げる方が安いのか、
多額の費用をかけても除染して住むことを選んでいくのか、こ
れから厳しい選択をしていかなくてはいけない局面がくるよう
です。

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。
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２６日水朝 サイヤ社長のブログ

今週の土、日は福好再見は横浜に行きます。相馬新高梨を
販売してきます。
名古屋では大変好評だったようですが、横浜でもよろしくお願
いします。

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！ 2011-10-26 05:23:031
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5fc2a2c85c92f2
91ddedf3c48c0dcb20

『許認可事業』テレビ界はどうなの？

南相馬市１０月２８日夜

2011-10-28 19:27:32

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/10386062d6d7072c7e60
1b199a053e26

今。九州電力のメール騒ぎからいろいろ報道されていますが、
報道しているテレビ局も同じ許認可事業者ですよね。総務省
の許可を受け公共の電波を借りて業務をしています。
使用料はそんなに払っていないようですが、莫大な利益を上
げているようです、最近は広告不況で前ほどではなくなって
いるようですが。

原発の核燃料税 最近わかってきた状態です。今まであんま
り感心がなく原発の地元大熊や富岡、楢葉、双葉、一部浪江
と小高区ぐらいは恩恵にあずかっていたのかもしれませんが、
南相馬市では合併してから小高区の分が入ってきていたよう
ですが、私たち市民にはあまりわかりませんでしたが、今回の
事で原発を取り巻くお金の問題が少しはわかってきました。、
ここ５年間で福島県に核燃料税が二百億入ってきていたそう
です、それらは福島空港、福島医大、会津大学などに使われ
たようです。昔から福島県庁のある中通りから見れば浜通りは
チベット地帯だと言っていましたが、そんな所には投資しない
ようですね。常磐線もいわき市までは複線ですが浜通りに入
ると単線です、高速道路も原発のある楢葉、富岡までは早くに
出来ました。なんでも最初は中通りから浜通りは後からです。
これから浜通りはどうなるのでしょうか？復興資金ももしや福
島中通に持って行かれるのではないでしょうか？心配です。

社員数も少なく、多くは下請け会社を使って番組を作ってい
ます。関連会社が多くありますが
天下りはないのでしょうか？あまりというより全然テレビ業界の
事が報道されることはありません、原発事故から電力村と言わ
れるように電力業界の様々な問題がわかってきましたが、テレ
ビ業界も同じような問題があると思いますが、自分達の事や自
分達の仲間や大企業（広告主）のことにはふれようとしないで、
中小企業がなにか問題を起こすと徹底的に報道するのに、仲
間内の大企業だと矛先が緩んでいるようですが、そう思うのは
わたしだけなのかな？

#############################################
元気です ・・・ 原発震災避難者 ブログ再開
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人たちの現地報
告です。

よく、北朝鮮や中国の報道の在り方を日本のテレビ局がおか
しいような事を言っていますが、日本のテレビ局も大企業より
政府よりなのは明らかですから、その国達とあまり変わらない
ように思いますが。
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http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/247a576

d08eb36dd15e2e49642d20c5b 2011-10-25 08:26:26

毎月第四日曜開催。つながろう！八王子で！
ゆっ太郎 (2011.10.27 11:00)
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/4068.html
いっしょにお茶飲まねがい？
東日本大震災と、東京電力原子力発電所による災害から東
京・多摩地区、八王子へ避難された方々へ交流の場を提供し
たいと南相馬市出身の、ひとりの青年が活動を続けていま
す。
つながろう！八王子で！
9/25（日）に第一回を、10/23（日）に第二回目も開催。
以後、毎月第四日曜日の 11:00～16:30 に行っていくことが決
定しました。
・被災者同士の思い、現状を率直に話し合える場所の提供
・今後福島県から避難される方の為の情報交換
・現地情報の収集、入手の活動
・県外避難者が出来る県外での支援を考えていく活動
・現地の民謡、写真も踏まえて福島の良さ、正しい知識を広
めていく活動
・八王子を始めとする東京の方に現地のこと、自分たちのこ
とを知ってもらう活動

２０１１．１０．１５
２１日（金）からのブログ再開をお約束しながら ・・・
「 体調を崩しているのでは ？ 」 と
・・・ ご心配くださるメールをいただく始末。
本当に ・・・ 申し訳ございません。
もちろん 勿論 ・・・ 元気です。
６日（木）～２０日（木） １５日間ほど 旅に出ておりました。

２０１１．１０．１０
少し長く出かけますと
早速 帰った翌日から そのツケが回ってきて
いささか多忙な日々が続いていた ・・・ 次第です。
ボチボチとブログを再開いたします。
・・・ またまた 何分よろしくお願い致します。
２８日（金）は 第２回目の「 一時帰宅 」です。
もちろん ・・・ 元気いっぱいです。
（画像は「つながろう！八王子で！」主宰：佐藤 喜彦さんにご
提供いただきました。）
参加される皆さんの読みなれた地方新聞を準備し地域の写
真、被災地現状の写真を用意し地元産品やお菓子、漬物を
つまみながら「相馬弁」で会話し、過ごす。
午前 10 時や、午後 3 時のご近所さんや、親戚宅などに集まっ
ての”一服”の時間。

２０１１．１０．８
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タック八王子 2 階
ALOHA ANUENUE（アロハ アーヌエヌエ）
（地図はこちらから）
開催日時：毎月第四日曜日 11:00～16:30
参加費：無料
問合せ：主宰 佐藤 喜彦
TEL：080-3274-7708（非通知不可）
メール：tsunagarou802@gmail.com
［公式サイト］：つながろう！八王子で！公式ホームページ
（URL：http://blog.livedoor.jp/tsunahachi/）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

主宰の佐藤 喜彦さんの会への想いです。
南相馬市原町区出身で現在は東京都八王子市在住の23 歳。
母は警戒区域の小高区の出身。父方の祖父は鹿島区烏崎出
身です。
両親と祖母は 3 月15 日に一度都内へ避難しておりましたが自
営業でさらにインフラ復旧ということもあり 3 月末より南相馬市
の実家に戻り生活しています。
当初は Twitter や Facebook などネットを使い現地に残ってい
た知人仲間からの声や安否確認を掲載し物資を送ったりして
おりました。
6 月には Twitter 仲間のお手伝いで物販を行ったり現状を訴
える活動をしていきました。
南相馬には 2 ヶ月に一度帰り情報を仕入れてきたり親戚の家、
本当に身近な人の声を聞いてきています。
そういう身近な声にこそヒントがあり復興に必要なものがあるも
のだと考えています。
心の言葉を聞いて組み上げることが私にできることだと思って
おります。

#############################################
【 よつば通信 163 号 】 2011 年 10 月 26 日
ヨシユキ副園長 よつば青雲ブログ よつば保育園ヨシ
ユキ副園長が、青雲の志で保育を綴る!
http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/232192328.html
ファミリーの皆さん
こんにちは！
11 日に保育園が再開して、
早２週間が経ちました。
やっぱり、のびのび感が違いますね。
ホールで声を上げながら走り回る子どもたちの満面の笑顔を
見ていると、「再開できてよかったなぁ」としみじみ思います。
臨時保育園にも臨時保育園の良さがあるのですが、やはり空
間の狭さ感は否めませんでした。
広いホールで思いっきり走り回るお天気の良い日に外の園庭
で鬼ごっこをする
もちろん外遊びの時間は限定的ではあるのですが、体を思
いっきり動かすことで、子どもたちが抱えてきたストレスが溶け
てきたようです。
うれしいですね。
それとここ数日の間で、新規入園者が増えてきています。
避難していた方の一部分が、仕事の都合で南相馬に戻って
きています。
緊急時避難準備区域指定が解除され、会社や工場が再開さ
れつつあるようです。
新しいお友だちが増えるのも楽しみです。
…そして、除染のお話。
保育園の線量は確かに下がり安心していますが、家の除染が
まだできなくて…という声がたくさん聞こえてきます。
ですから、これからよつば保育園は、園児宅の除染を支援し
ていきます。

（※ 人数把握のため必ず前日までお電話またはメールにて
お申込みをお願いします。）
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
◇つながろう！八王子で！
開催場所：東京都八王子市明神町 4-2-10
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既に除染が終わった家もありますし、11 月に除染を計画して
いる家も５軒あります。
なお、除染についてよつば保育園は
【除染研究所】・【安心安全プロジェクト】と連携しながら進めて
います。
【除染研究所】は原町中央産婦人科の高橋享平院長が発起
人として立ち上げられた組織です。
【安心安全プロジェクト】は常に状況に応じた適切な除染を遂
行できるスペシャリストが揃っています。
そして何よりもみんな“熱い”気持ちを持って奉仕の精神で動
いています。
だから家族が安心して住める環境作りのために一生懸命にな
れるのです。
皆さんの放射線への不安を少しでも和らげていきたいと考え
ていますので、ぜひお気軽にご相談ください。
遠慮は要りませんよ。
よつば保育園
ヨシユキ副園長

10 月２５日振込分

２０日分 2,113 円
２５日分 4 万円
#############################################

仮設商店街から福幸（ふっこう）を！
南相馬市 写真で見る東日本大震災
http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-10/k-sh
op2.jsp
【2011 年 10 月 23 日】
鹿島区西町に建設された仮設商店街がオープンしました。
「かしま福幸（ふっこう）商店街」と名付けられ、幸福をイメージ
し、この商店街から復興を果たしたいという思いが感じられま
す。
警戒区域の小高区や地元鹿島区の飲食店や洋品店など 11
店がオープンし、大勢の来場者でにぎわいました。

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

南相馬市役所に義援金を送金致しました。
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 26 日 16:53
http://blog.livedoor.jp/tsunahachi/archives/387212.html

ご報告が遅れましたが１０月２０日、２５日に南相馬市災害対
策本部に４万２１１３円を送金致しましたことをご報告致します。
寄付をして下さいました市民の皆様、Ｈ様ありがとうございまし
た。
１０月２０日振込み分

▲オープンを祝いテープカット▲商店街の入口付近

▲様々な店舗が入居
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▲活気みなぎる商店街

