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飼い主や手がかりを探しています飼い主や手がかりを探しています飼い主や手がかりを探しています飼い主や手がかりを探しています    にゃんだーガード＠

福島            福島県南相馬市で保護した子たちです 

飼い主さんではなくても、「近所の犬に似ている」「親戚の犬

かもしれない」等、本当にちょっとした情報でもかまいません

ので、お知らせいただければと思います。 

①犬-葉 01( 仮名：とうふ ） 【飼い主さんを探しています】 

 

  
http://nyanderguardxxx.blog.fc2.com/blog-entry-22.html 

☆保護日 ４月２７日 

☆保護場所 南相馬市原町付近の道路を歩いているのを保護 

☆雌雄 メス 避妊手術済 

☆体格 中型 10 キロくらい 

☆推定年齢 ５歳くらい 

☆その他 保護時首輪なし・テリア系・現在葉山の預かりさん

宅にいます。 

保護直後の写真と、きれいにシャンプー・カットした写真があ

りますが、飼い主さんが見なれている姿は、きれいな写真の

方ではないでしょうか。 

保護時の様子からみて、津波に巻き込まれたのかもしれませ

ん。 

②犬-46 （仮名：エスパー）【他の動物保護団体さまへ移りました】 

 

  

http://nyanderguardxxx.blog.fc2.com/blog-entry-82.html 

☆保護日 ： ８月２０日 

☆保護場所 ： 南相馬市小高区南鳩原藤木下 146 付近 

☆雌雄 ： オス 

☆毛色 ： 薄茶に黒差し毛 

☆特徴 ： 青い皮製首輪 

☆その他 見かけは精悍な感じですが、声が高く、遠吠えの

ような甘え泣きをします。ものすごく飼い主さんに可愛がられ

ていたのではないかと思われます。優しい性格の犬です。 

空腹から猫の捕獲器に入って発見されました。その様子はこ

ちらのブログに書かれています。 

http://blog.livedoor.jp/ariko602/archives/52076637.html 

③犬-58 （仮名：ゆぴ）【飼い主さんを探しています】 

 

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、 

新聞PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html  
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http://nyanderguardxxx.blog.fc2.com/blog-entry-118.html 

☆受入日 ： １０月８日 

☆保護場所 ： 南相馬市小高区神山堂平付近 

☆性別 ： メス（未避妊） 

☆毛色・体格 ： 黒茶白のタン模様、中型犬 

☆その他 発見された時生まれて１か月ちょっとくらいの子犬

を育てていました。震災後出産したようです。 

ボランティアさんに餌をもらって生きていたと思われます。穏

やかでおとなしい犬です。 

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

将来将来将来将来    たくさんの人に有り難したくさんの人に有り難したくさんの人に有り難したくさんの人に有り難し    

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 10 月 31 日(月) 21 時 10 分 27 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-11064799834.html 

こんにちは、キャナです。 

おひさしぶりです。 

昨日、合唱の全国大会があり、金賞を頂くことができました。 

顧問の先生に会ったこともないのに慕ってきた私。 

本当にきて良かった、と思いました。 

実は２週間前の１週間はすごく落ち込んでいて、精神的に酷

い状態だったのですが、ここまで来ることができました。 

これまでにない、青春を味わうことができました。 

部活で汗を流したりする青春がよく、わかった気がします。 

これで悔いなく、南相馬に帰ることができます。 

 

ずっと悩んでました。 

南相馬に帰ろうという家族に反発し、合唱を高校でもやりたい

と言葉では言っても、南相馬に帰って復興の役にたてれば。 

このまま、偏差値が郡山より低い南相馬に帰って大学に入れ

るか、手を伸ばせる距離に憧れを抱く学校があるのに帰るべ

きか。 

いろいろと悩みが多くて、今でもまだ自問自答する毎日で

す。 

多分、南相馬に帰ったら後悔をすると思います。 

でも郡山に進学したとしても、心のわだかまりが残ると思いま

す。 

だから、今の学校を卒業したら、多分、南相馬に帰ります。 

無理矢理な形で自分を納得させているのが悔しくてたまりま

せんが… 

帰ります… 

 

うんうんうんうん        2011 年 11 月 01 日(火) 17 時 38 分 07 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-11064799834.html 

三者面談してきました。 

やっぱり、あそこまで言われたら郡山、意地でもいたくなりまし

た。 

南相馬に帰って合唱なしの生活は私にとって、やっぱり後悔

ありまくりなので、人生の半分の根性と意地をかけて、ひたす

ら勉強します。(もうこうなったら人生かけるつもりで)楽しい大

学生活を何年か後にできるように^^ 

 

ブログ、更新しにくくなるかもです。 

でも凹んだ時は多分来ると思うので、その時は相手してやっ

てください m(_ _)m  何せ、気まぐれな奴ですから(汗 

では！  また次の更新で 

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

南相馬市から１０月３０日日朝南相馬市から１０月３０日日朝南相馬市から１０月３０日日朝南相馬市から１０月３０日日朝    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！ 2011-10-30 05:16:32 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/6ebdc21adc908bacc01c472f20f0

ee04 

『人を見る目』 

江戸時代は２６５年も続いたそうですが、そん時のエネルギー

は植物からだったのですね。 

まきや炭、でも取りすぎると木や森、山が無くなってしまう、け

っこう乏しい資源でありエネルギーだったわけです。それでも

あんなに長く時代が続いたのは、生活できたのは人間の能力 

や工夫がありそれを最大限に生かしてきたからでしょう。 

 

そしてその高い能力のある人を見つけ出す必要があったわ

けで人を見る目が培われたのだと思います。では今の時代は

どうでしょう、人を見る目はそんなに必要ではなく、だれでもそ

こそこできるような社会になっています。べんりな機械たちが

人間の能力を上げているような錯覚を与えているようです。そ

してそれたちはすべてが石油に行きつく。 
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アメリカが強国になりえたのは大量に石油を持ち石油を使う知

恵があり石油産油国をどうコントロールできるかを考え石油の

威力を生かしてきたからです。 

でもその結果アメリカはお金だけの社会になっています。お

金＝エネルギー アメリカの物づくりの能力がおち産業が空

洞化しその代わりにお金を使った金融商品を大量に作り世界

に売り続けています。人間の価値はゼロの等しい そんな国

に日本もなってしまうのか？ 

 

今こそ日本は日本人の能力の鎖国をするときです。日本の武

器は日本人そのものです、長年培われてきた伝統ある能力を

海外に流出させずに守らなくてはなりません。 

ＴＰＰと騒いでいますが、工業も農業も大事なものはこれまで

培われてきた人の能力だと思います。日本人の能力を鎖国し

ましょう。それが日本の唯一の世界に誇れる安全な武器にな

ると思いますが。そしてその能力を若い世代に確実に継承さ

せていかなくてはなりません。 

 

中小企業を守りましょう。農業も６０代以上の方たちの技術に

はすばらしいノウハウがたくさん蓄積されています。それが今

まさに失われようとしています。 

 

南相馬市から１１月４日金朝南相馬市から１１月４日金朝南相馬市から１１月４日金朝南相馬市から１１月４日金朝         2011-11-04 05:24:35 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e8f338e81654d721f3b0d

162b0eb8787  

『絆』とは 

もともとは、馬の足をからめて縛る緋のことで、人を束縛する

義理や人情にたとえられたり、自由を奪って人をつなぎとめる

意味でつかわれてきました。親鸞聖人は地獄、餓鬼、畜生、

修羅、人、天、の迷いの世界に繋がれ縛られる状況を（絆）と

表されました。独り生まれて独り死んでいく身であればこそ、

出会いが嬉しく、支え合う絆が何より大切なのです。 

 

しかし同時に迷いの身の絆は、その絆で結ばれた仲間やグ

ループの中では結束して和気藹々としていても、外に対して

は排他的になったり、内だけで通じる言葉や表現で語り合っ

て、閉鎖的になるのでしょう。 

人が大切にする絆は、迷いの絆となって（原子力ムラ）という

絆を作りだしました。官僚、政治家、政党、電力会社、学者、た

ちがもたらした馴れ合い、利権などは、外にはたいへん閉鎖

的な絆です。 

そして今まだそのムラの中から外を窺っている気分のようで

す。 

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

オオカミ少年オオカミ少年オオカミ少年オオカミ少年    ・・・・・・・・・・・・    原発震災避難者懸念する原発震災避難者懸念する原発震災避難者懸念する原発震災避難者懸念する    

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。 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/a44fc63f8e4c

b6f47a79e84bac13427d  2011-11-04 15:48:29 

 

１０月２８日 一

時帰宅 ・・・ 

わが家の門柱

に竹が （１） 

 

 

 

本日（１１月４日 金曜日）の朝日新聞 一面に 

東電、臨界を否定 

キセノンは「自発核分裂」 の見出し 

 

 東京電力福島第一原発２号機の原子炉内にある溶けた燃料

で、核分裂反応が連続する「臨界」が起きた可能性について、

東電は３日、臨界はなかったと発表した。格納容器内の気体

から検出された放射性キセノンの濃度や原子炉の圧力、温度

のデータを詳しく分析し判断したという。 

・・・ 

 政府と東電は年内に原子炉が安定した冷却状態に至ること

を目指している。事故の収束をはかる工程表の作業の進み具

合について東電は３日の会見で、自発核分裂なら生じるエネ

ルギーは低く、冷却に影響はないとの見解を示した。  

 社会技術システム安全研究所の田辺文也所長（元日本原子

力研究所研究主幹）は「原子炉の損傷燃料の形状、分布によ

っては今後、再臨界が起こりうる可能性は完全には否定でき

ない」と指摘している。 

 

１０月２８日 一時帰宅 ・・・ わ

が家の門柱に竹が （２） 

 

 

「オオカミ少年」のおはなしがあ

ります。 

そのあらすじは 

 

羊飼いの少年が 

退屈しのぎに「狼が出た!」と嘘
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をついて騒ぎを起こします。 

大人たちは 

騙されて武器を持って来るが ・・・ 徒労に終わります。 

少年が 繰り返し嘘をついたので ・・・ 

本当に狼が現れた時は 

大人たちは信用せず ・・・ 

誰もたすけに行きませんでした。 

そのため、村の羊は全て狼に食べられてしまう 

 

・・・ というおはなしです。 

嘘をつきつづけた少年自身が襲われて狼に食べられてしまう 

懲罰的な結末ですが ・・・ 

はて さて ・・・ 。

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

相双相双相双相双 2011201120112011 秋のイベントてんこ盛り秋のイベントてんこ盛り秋のイベントてんこ盛り秋のイベントてんこ盛り        

ゆっ太郎 (2011.11.04 02:00) 

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/4135.html 

秋が深まる、この時期 

海・山・川と自然に育まれる相双は 例年なら遡上する鮭で賑

わい 収穫も終え、自然の恵みに感謝する催しが各地で開催

されているはずでした。 

［相双ゆたどさ］：過去掲載記事 

 【楢葉町】木戸川鮭まつり（2010.10.21：掲載） 

 【浪江町】請戸川鮭のつかみどり大会（2010.10.28：掲載） 

 【南相馬市鹿島区】鮭の簗場でいくら・荒巻鮭づくり体験

（2010.11.22：掲載） 

 【葛尾村】2011 かつらお自然の恵み感謝祭（2010.11.05：掲載） 

 【川内村】第 2 回かわうち祭り～秋の陣～（2010.10.14：掲載） 

11/3（木・文化

の日）には相馬

市で、「そうま市

民まつり」が 

南相馬市原町

区の旭公園でも

恒例の『あきい

ち』が開催され

ました。 

今週末、11/5（土）、6（日）も相双の各市町村で自然の恵みに

感謝する催しがたくさん開催されます。 

 

11/5（土）・6 日（日） 復興なみえ町十日市祭 

姫路で開催される B-1 グランプリを来週に控えた浪江焼麺太

国麺BERの皆さんも浪江の方々と一緒に十日市を盛り上げま

す。 

  

11/5（土） 9:00-16:00 

6（日） 9:00-15:00 

平成 23 年かしま区復興

秋まつり 

 

 

 

11/5（土）  南相馬市鹿島区の男山八

幡 大震災復興秋祭り 

9:00～縁日屋台開始 

 

 

 

 

11/6（日） 9:00～ 

新地町復興産業まつり 

 

 

 

 

 

11/6（日） 原町 朝日座 

映画、農業、福島を語り合う 

俳優 永島敏行さんと座談会 

 

毎週末、土日の相馬市スポーツアリ

ーナそうまでの「はらがま朝市」も 

もちろん開催されています。 

［相馬はらがま朝市］（URL： 

http://www.ab.auone-net.jp/~haragama/） 

 

【相双ビューロー】：相双福興イベント情報 

http://yumesoso.jp/revive_ivent.php 


