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おめでとう…おめでとう…おめでとう…おめでとう…        GoingGoingGoingGoing    

諦めることを諦めた。私は自分の意思を持って進みたい。 

2011 年 12 月 17 日(土) 17 時 51 分 06 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-11109517234.html 

こんにちは。 

涙がとまらない、キャナです。 

今日は新団長&副団長が決定。 

詳細は明日に＾＾ 

でもお二人さん、本当におめでとう 

新団長は私が激神推ししてた人だから本当に嬉しい 

副団長は私が大好き(勿論、ＭＪＣメンバーはみんな好きです

が)な先輩なので嬉しく感じます(^_̂ ) 

 

こんな二人を支えていける団員になれたらな、と思います。 

私は高校合格でっていう条件付きだけど、逆にそれはヤル気

でるから頑張れる＾＾ 

明日からまた気持ちを切り替えていかなきゃね 

ＭＪＣも、高３メンバーぬいたら、ＭＪＣ初期からいたメンバーっ

て何人になるんだろう 

…少ないな 

 

というわけで、以上、ちょっとした独り言でした！！ 

 

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

南相馬市から１２月１１日夜南相馬市から１２月１１日夜南相馬市から１２月１１日夜南相馬市から１２月１１日夜    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！ 2011-12-11 19:05:01 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d4496c45007bdec04d1cf

17d1bee98c3 

『大震災から９か月』 

実感がありません。時間だけは確実に過ぎていきます。年が

開けてもこの環境が変わることはありません。 

せめて気持ちぐらいは前向きになれるように変わりたいもので

すが。 

多くのボランティアの方たちが来ていますが、さすがに年末

には少なくなるようです、みなさんそれぞれのふる里やご家

庭で年越しをされることでしょう。 

 

それにしても南相馬市の復興がいまだ、動き始めているよう

には感じませんがどうなっているのでしょうか。 

相馬市の火力発電所が稼働を始めるようですが、原町火力は

来年に本格的に復旧作業に入るようです、３０００人から５０００

人規模での復旧作業になるようですから、少しは景気が良く

なればいいのですが。 

 

きゅうり農家の方たち頑張っています。そのおかげで安く買わ

せていただいています、他の産地のきゅうりと地物のきゅうり

の値段は１ｋ当たり２００円ぐらい違います、他の産地がＫ５００

円ぐらいしていますが地物はＫ３００円から３５０円、安いと２００

円から２５０円ぐらいです。もし作って頂けていなかったら高い

きゅうりを売らざるえないのですが、助かっています、でも何

軒かの方たちは警戒区域内なので、作ることが出来ないでい

ます。ハウスの施設栽培で重油を燃やして作っています。石

油製品だと言っていますが。 

 

南相馬市から１２月１６日夜南相馬市から１２月１６日夜南相馬市から１２月１６日夜南相馬市から１２月１６日夜    2011-12-16 19:11:47 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/7382051f70b17e290fa8f

c7c39ac2f76 

『冷温停止』 

原子炉が冷温停止状態に達し、事故は収束に至ったと判断さ

れるようです。政府、総理の発言ですが、誰が原子炉の中を

見たのでしょうか、どうして収束なんでしょうか、国民を騙した

政府、東電のいう事が本当に信じられるのでしょうか、疑問で

すが。 

 

冷温停止で収束したのならこれからどうするのでしょうか、今

日の天気のようにお寒い話です。 

今日はお昼過ぎに雪が降ってきました。いよいよ年末に向か

って寒くなってくるようです。 

原町、福島への道、県道原町川俣線が心配です、雪が積もる

と行きづらくなります、事故も増えるような気もします。事故の

収束に至ったのならいわきまでの道路をなんとかしてほしい

ですね。不便でなりません、せっかく常磐高速道路が出来上

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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がってきているのに、なんとかいわき市まで行けるようにして

欲しいです。 

 

南相馬市から１２月１８日日朝南相馬市から１２月１８日日朝南相馬市から１２月１８日日朝南相馬市から１２月１８日日朝        2011-12-18 04:58:57 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/1056f1fe90642

599e0da56899c513576 

『原ノ町駅』 

２１日から原町 相馬間の電車が運転再開するようなので、駅

に行ってみました。 

今は、バスが電車の代わりに動いていますが、電車になれば

少しは便利になるのかな？やはり早く仙台まで繋がらないと

不便ですね。駅のおそば屋さんは、駅向かいの丸屋さんの

喫茶店内で営業しています。ちょっと入りずらいですけどね。 

 

 

 
 

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

ごまかしごまかしごまかしごまかし    ・・・・・・・・・・・・    原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者    政府宣言に思う政府宣言に思う政府宣言に思う政府宣言に思う    

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。 2011-12-17 07:13:18  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/b57c32491db

a7fcb6810718474ad7dc8 

 

 
１６日 政府は 冷温停止を宣言した。 

まさに ・・・ 「 ごまかし 」 

その実態は 

本当の収束から ・・・ あまりにも ほど遠い。 

 

政府 東電に対する不信感は増大し 

むしろ 強い怒りさえおぼえます。 

そして さらに不安はつのります。 

 

 

３月１６日 

避難先三条市へ向かう ・・・ 深夜の山越えは 雪でした。 

・・・・・ 

１２月１６日 

昨日の三条市は ・・・ 朝から 雪です。 

 

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

9999 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月    

どっさりんこ (2011.12.11 02:46) 

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/4343.html 

少しづつですが 

一歩づつですが 

私たちの相双は 

復興への歩みを始めています。 

 

このブログでも、できるだけ紹介している通り 

たくさんのお店が、お客さんからの再開を待つ声にこたえて 
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お店の営業をはじめています。 

【相双ゆたどさ】：相双の ンめもんっ 

 

ブログ左のメニューに表示しました 

Fukushima Art Works の皆さんは 

被災地の現状を見つめ 

明日へ向かって歩き出すための 

メッセージを送っていただいてます。 

［FAW］Fukushima Art Works 

 

また、南相馬市の若者たちのグループは 

たくさんのボランティアの方々と 

みんなが笑顔になることができる作品で 

元気を届けてくれています。 

 

山形県天童市では 

「天童冬の陣 平成鍋合戦」が開催されています。 

第 11 代・第 12 代の鍋将軍を獲得した相馬市が 

今年も参加しています。 

【相双ゆたどさ】：相馬の復興「天童冬の陣 平成鍋合戦」 

 

全国の皆さんが、facebook を利用し 

被災地に元気を届けようと取組まれています。 

 
今日、12/11（日）は震災から 9 ヶ月。 

私たちは、ふるさとを取戻します。 

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

今日のできごと今日のできごと今日のできごと今日のできごと    12121212 月月月月 18181818 日（日）日（日）日（日）日（日）    

南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

８月１日より、「南相馬市災害ボランティアセンター」は「南相馬

市生活復興ボランティアセンター」へ名称変更いたしました。 

2011-12-18 17:40:35 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11110363084.html 

突然ですが、今日はこんなボランティアの方に来ていただい

たので、ブログを更新してみました。 

まずは、広島から長時間に揺られてきた皆様です。 

 

仮設住宅の集会所で広島風お好み焼きを振舞ってくださいま

した。 

 

つぎに、いつもお世話になっている「ＭＡＸ音楽隊」さん。 

今日は、鹿島小学校 体育館でクリスマスイベントを実施して

くれました。 

 

こどもたちのテンションも。 

みなさん、本当にありがとうございました。 

 

今日のボランティアさんは、 

鹿島区受付  ３７人 

原町区受付  １２人   でした。 

明日は、 

「流出物の洗浄」（原町区受付）があります。 

洗浄終了まで 箱。 

 

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

除染推進委員会が発足除染推進委員会が発足除染推進委員会が発足除染推進委員会が発足        

南相馬市 写真で見る東日本大震災  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-12/train.js

p   

【2011 年 12 月 13 日】 

 ＪＲ常磐線の原ノ町―相馬駅間の運行再開に向けて車体が
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現地に搬入され、組み立て作業が始まりました。 

 大型クレーンで吊り上げられた車体は、慎重に台車の上に

のせられ取り付け作業が行われました。 

 線路の復旧はほぼ完了しており、試験走行が行われた後、

今月下旬から 2 両編成 3 本で往復運転を始める予定です。 

 

  

▲分解されて運ばれた台車▲搬入された 701 系車両 

  

▲台車を線路上へ移動 ▲作業位置へ移動 

  

▲大型クレーン 2 台で吊り上げ▲慎重に台車の上へ 

  

▲細部を確認        ▲台車に取り付けられ移動する車両 

 

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

冷え込み厳しく冷え込み厳しく冷え込み厳しく冷え込み厳しく    うっすら雪うっすら雪うっすら雪うっすら雪    

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-12/snow.jsp 

 【2011 年 12 月 16 日】 

 県内は冬型の気圧配置の影響で冷え込み、各地で平年を

5 度前後下回りました。市内では今年初の本格的な雪が午

前中から断続的に降り、仮設住宅や津波の被害を受けた住

宅跡などを白い雪がうっすらと覆いました。 

 

  

▲今シーズン一番の寒さ ▲仮設店舗にもうっすらと 

  

▲雪に覆われる津波被災地 ▲被災住居の屋根にも 

  

▲雪の中続く作業       ▲国道 6 号と漁船（鹿島区小島田） 

 

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

【編集より】 

当新聞のサイトはハーバード大学エドウィン・O・ライシャワー

日本研究所の「Digital Archive of Japan's 2011 Disasters（2011

年東日本大震災デジタルアーカイブ）」に登録いただいてい

ます。 

http://jdarchive.org/seeds/?q=%E5%8D%97%E7%9B%B8%E9%A

6%AC%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E6%96%B0%E8%81%9

E&l= 

日本語トップページ  http://jdarchive.org/?la=ja 

この取り組みはデジタル情報（遠隔地からも収集可能）の保

管を目的としていられるそうで日本の国立国会図書館とも連

携しているそうです。 

この南相馬ブログ新聞の各記事がより広く・長く記録として

残され様々に後世のお役に立つことができるのではないかと

期待をしております。 

 

 

 

 

 


