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南相馬市から１１月５日土朝南相馬市から１１月５日土朝南相馬市から１１月５日土朝南相馬市から１１月５日土朝    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！ 2011-11-05 05:15:26 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/1c17f6675660a

9c3ccfd08c769ecbc83 

『放射能の中での暮らし』 

年間被爆量２０ミリＳＶから１ミリＳＶの中で被爆しながら暮らす

のか？ 

住み慣れた土地を捨てるのか？ 

除染するなど放射能との戦いに挑むのか？ 

選択肢はこれぐらいかな？ 

 

この前、お寺の行事に行った時、来ていた人はわたしが一番

若い方でした。多くの年配の方達はこの町で暮らすことを選

択して戻って来ていますが、若い世代は仕事の関係や放射

能の危険を感じている人たちは戻らないようだと話していまし

たが、危険な所には無理に戻って来いとは言えないとも話し

ていました。 

 

隣りのマクドナルドは再開していません、ソフトバンクも始まり

ません、働き手が集まらないようです。 

サイヤでもお惣菜、レジのパート、アルバイトを募集していま

すが、まだ誰も来ません、年齢は問わないのですが、後は縁

故しかないのかな。 

 

南相馬市か南相馬市か南相馬市か南相馬市から１１月７日月朝ら１１月７日月朝ら１１月７日月朝ら１１月７日月朝    

2011-11-07:14:57http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/1cf7

12cade077fa74e72ce5edd4de33d  

『自助自立』 

もうすぐ、選挙です。福島県会議員選挙、南相馬市から定員２

名に３人の方が立候補されていますが。 

 

今こそ、国民ひとりひとりが、企業が政治家が自助自立の精神

を持たなくてはなりません。特に政治家は国民にこの事を語

らなくてはいけないと思います。ひとりひとりが自分の事を助

けれるものが多ければ多いほど本当の弱者を助ける事が出

来るのに、皆が弱者のようなふりをして税金を自分達の所に

回せ回せと言っているような社会になっているようです。 

そうした事を無くす、変えられるリーダーが必要です。 

 

そうした政治家を選んでいるのは国民です、じゃあ私たち国

民は正しい政治行動をとってきているのか疑問ですね。いま

まで困った時に政治に必ず政治に助けを求める方たちがい

ますがそうした人たちは既得権益を持った人たちが多かった

ような気がします。 

いまこそ、そういった構造改革が必要な時だしそういった事を

してくれる政治家が必要ですよね。 

 

南相馬市から１１月１３日日朝南相馬市から１１月１３日日朝南相馬市から１１月１３日日朝南相馬市から１１月１３日日朝        2011-11-13 05:31:52 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/1cf712cade077fa74e72c

e5edd4de33d  

『続 災害ユートピア』 

大地震、大津波 そのあとにはユートピアが出現した。不幸の

ドン底にありながら、人は困っている人に手を差し伸べる、食

事や寝場所、知らぬ間に話し合いのフォーラムができてくる 

それはなぜか一時の楽園のように感じる。 

 

しかし、原発の爆発、放射能の飛散による災害、そこには今ま

でと違うユートピアが出現しているようです。地震、津波のよう

に一時の時間で終わった災害ではなく、今まだ続いている災

害だということです。どこで終わりなのかが誰にもわからない、

そんな中、今までとは変わったユートピア？仕事がしたくても

出来る状態ではないが生活は今は保障されている、しかし人

はやはり働いていなくてはどこかおかしくなるようです、今ま

での生活の変化に戸惑いながらも馴染もうとしてはいるがそこ

にはストレスが知らぬ間に体を蝕んでしるようです。 

 

このユートピアは楽園のようで楽園ではない、この楽園に足を

踏み込んでしまうと精神的に心を蝕んでしまいそうです。そし

て立ち上がれないほどのダメージを受けそうで怖いもので

す。 

今、原発、放射能の災害から保障の在り方、生活の仕方、生き

がい、いろんな事がこの災害を受けている人達が試されてい
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るようです。辛い選択をせざることも出てくるでしょう。 

今まだ多くの人がこの先が見えないまま生活をしています。 

 

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

落ち着いた雰囲気のお店落ち着いた雰囲気のお店落ち着いた雰囲気のお店落ち着いた雰囲気のお店    ビアンビアンビアンビアン        

［麺喰い］CrosS (2011.11.09 10:30) 

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/4076.html 

こんにちは～CrosS です o(゚ ﾟー*o)(o*ﾟー ﾟ)o 

 

相馬市に在る、以前から気になっていたお店。 

ビアンさんに「んめモン」取材に行ってきました(@･｀ω´･)ﾉ 

  

ビアンさんは国道 6 号線沿い、相馬総合卸売市場から道路を

挟んで西側に在ります。 

車で通るたびに駐車場が埋まっている印象があります。 

喫茶店の雰囲気がありますが、もちろん料理も注文出来ま

す。 

今回オーダーしましたのはこちら 

  

まずは CrosS がオーダーした「ハンバーグステーキ 150g」 

ハンバーグを半分に割った瞬間に「プシュッ」と肉汁が!!!!!!!!! 

アッツ熱のハンバーグです（〃・ロ・〃） 

またハンバーグの隣には程良く半熟の目玉焼き。 

半熟の黄身にハンバーグを浸けて頂くと・・・更にうまいです!!! 

  

ゆっ太郎さんは、この日のランチメニュー「カツカレー」をオー

ダー  メニューには載っていない、その日限りのランチメニュ

ーです(*^ーﾟ)b 

肉厚のカツにカレーがたっぷりとかかっていましたよ☆ 

 

またビアンさんのメニューの豊富さに驚きます。 

こちらがビアンさんのメニューです。 

  

  

・ハンバーグステーキ ・カレー・パスタ 

・ピザ ・グラタン ・ドリア ・ピラフ 

・珈琲、紅茶、ジュース ・お酒 ・デザート etc… 

何をオーダーしようか悩んじゃいますね(ﾉ∇≦*) 

 

デートなどに来ても雰囲気がありいいなぁなんて思いました。 

ピザはテイクアウトも可能のようですので是非☆ 

CrosS、今度は食事ではなく、デザートを目的に行ってみよう

と思います。 

 

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

ビアン 

住所：福島県相馬市赤木字一里壇１ 

TEL：0244-36-6872      

定休日：月曜 

営業時間：10:00～20:00 

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

 

営業再開営業再開営業再開営業再開    中華レストラン王中華レストラン王中華レストラン王中華レストラン王    

［麺喰い］CrosS (2011.11.10 10:30) 

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/4178.html 

こんにちは～CrosS です°+(*´∀｀)ｂ°+° 
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南相馬の中華レストラン「王」さんが、 

大震災から７ヶ月の月日を経過しての営業再開となりました。 

 

（この画像は 2011 年 3 月 10 日に撮影した「王」さんの外観で

す） 

実は 3 月 10 日に、王さんの取材を行いました。 

しかし翌日にあの震災。 

このブログで、王さんの人気メニューを紹介出来ないままとな

っていました。 

今回、営業再開となり、やっと紹介出来る事。 

とても嬉しく感じています。 

 

王さんといえば、オニ盛り!!!!! 

普通盛りが大盛りじゃないの？ 

と、思ってしまう程の盛りのよさです。 

3 月 10 日にオーダーしたのは人気メニューの「餃子ラーメン」 

今回オーダーしたのも、もちろん「餃子ラーメン」!!!!! 

 

スープが食べ終わるまで激熱のままです(｡?∀?｡) 

※火傷注意ですよ（●＞ω＜●） 

醤油ベースのスープには、餃子の具がラーメンにもり盛り!!!!! 

オーダーする方が多い、王さんの人気メニュー。 

 

また、ラーメン以外のメニューも豊富ですよ。 

 

王さんの「餃子ラーメン」 

火傷に注意しつつ、是非食べてみて下さいね(*´∀｀*)ゞ  

 

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

中華レストラン王 

住所：南相馬市原町区大木戸字松島 264-1 

TEL：0244-22-3457  

定休日：火曜 

営業時間：AM11:00～14:00 PM17:00～20:00 

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

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

 

地域の絆を強め、復興を誓う地域の絆を強め、復興を誓う地域の絆を強め、復興を誓う地域の絆を強め、復興を誓う    

南相馬市 写真で見る東日本大震災  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-11/oota.jsp   

【2011 年 11 月 5 日】 

 原町区の太田地区復興への集い「南相馬の復興を太田から」

は、太田生涯学習センターや太田小体育館などで行われまし

た。 

 体育館では開会式と歌謡祭＆交流会、体育館前にはテント

屋台村、学習センターではこどもの広場が開かれ、東日本大

地震、原発事故からの復興を誓い合いました。 

  

▲体育館前のテント屋台村 ▲多珂うどんをどうぞ！ 
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▲黙とうをささげる皆さん ▲歌謡祭のステージ 

  

▲よさこいの「粋咲翔舞（いざしょうぶ）」▲阿波踊りを披露する「野馬追連」 

 

元気あふれる地域を目指し元気あふれる地域を目指し元気あふれる地域を目指し元気あふれる地域を目指し    

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-11/kashima-ku

.jsp   

【2011 年 11 月 5・6 日】 

 鹿島区では、東日本大震災、原発事故から復旧、復興し元

気あふれる地域を目指そうと「かしま復興秋まつり」が開催さ

れました。 

 福幸商店街前特設会場では、真野小伝統の「万葉太鼓」、

鹿島小が「金管＆バトン」の演奏を披露し、会場を盛り上げま

した。 

  

▲大勢訪れた復興祭▲見事なバチさばきの真野小児童 

  

▲演奏を披露する鹿島小児童▲にぎわう福幸商店街 

  

▲交通安全ふれあい旗コンクール▲「消防フェア」も開催 

 

再会に絆を深めたイベント再会に絆を深めたイベント再会に絆を深めたイベント再会に絆を深めたイベント    

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-11/odaka.jsp   

【2011 年 11 月 6 日】 

 紅梅ふれあい会の「小高へ帰ろう!!の集い」は鹿島区の鹿島

生涯学習センターで開かれ、全国各地に避難した住民が集

まりました。 

 大声コンテストでは、早期帰還を願う叫び声が響きわたりま

した。また、小高中の女子生徒約 40 人による相馬流れ山踊り

が披露され、久しぶりに再開した住民は「絆」を深めました。 

 

  

▲雨にもかかわらず賑わう会場▲復活小高だいこんかりんとうを販売する小 

高商高生 

  

▲人気の模擬店ブース▲響きわたる大声コンテスト 

  

▲息の合った相馬流れ山踊り▲盛り上がるライブステージ 

 

 


