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個展の準備個展の準備個展の準備個展の準備        東北の関西人東北の関西人東北の関西人東北の関西人    

被災者と被災地で働く全ての人がまた普通の生活に

戻れますように。 2012-01-20 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-11140669194.html  

 

ずっとブログさぼって何していたかというと 

個展の準備をしていました 

個展と言ってもギャラリーではなく 

小さなカフェギャラリーですが 

初の個展でドキドキしています 

案内状が出来たらここでも告知させていただきます 

 

あー！ もっとたくさん絵を描かなきゃだ！    

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

南相馬市から１月１７日夜南相馬市から１月１７日夜南相馬市から１月１７日夜南相馬市から１月１７日夜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！ 2012-01-17 19:12:56 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f5657cf9534ea9b0

4de2d9438ede2fe2 

『東京電力相談室』 

今日、東電の相談室に行ってきました、自分のことではなく、

ちょっと人に頼まれたのですが、記入の仕方を一部忘れてし

まい、確認しに行きました。朝１０時からですが、混んでいま

せんでした、担当者の人に通されたら、知っている人だった

ので、話がはかどり、すぐに解決しました。騒いでいる人もい

ました。気持ちはわかります、どうしても人に当たりたくなりま

すよね、行き場のない感情をどうしたらいいのかわからないで

すから、東電の人たちも大変ですが、これも致し方ないです

よね、みんな原発の犠牲者ですよね。 

今日の夕方、民商からお弁当の注文をいただきました。民商

さんも忙しそうですね。 

そういえば、今日の新聞に南相馬市の病院が協力して運営を

していくとありました。市立病院、渡辺病院、大町病院、小野

田病院、鹿島厚生病院、それぞれが得意分野に特化して住

み分けしていくようです。すべては人手不足が原因です、東

電での話では今は仕事しなくても避難していれば補償金で生

活できますから、働くことをしない人が多いようですね。 

それも、これも、誰のせいでもないのですが、困ったもんで

す。 

梅ちゃん、どうしているかな？ 

 

南相馬市から１月２０日金朝南相馬市から１月２０日金朝南相馬市から１月２０日金朝南相馬市から１月２０日金朝     2012-01-20 05:23:37    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/c668c195cc551e26

9450549f73153afb 

『慣れ』 

だんだん慣れてきたのかな？放射能の値は０．４マイクロシー

ベルトで安定？しているようですが、最近は話題になることも

ありません。お店でも食べ物の放射能のことを聞くお客さんも

いません、皆さん慣れ、諦め、どうしようもないのですがね、 

そういえば昨日、あるこの地元の大会社の社長が来て、娘さ

んに買い物を頼まれたのでしょう、後で取りに来るから集めて

置いてと言われ 

他にいるものがあるか娘に電話してくれとも言われて、電話し

ましたが、娘さん野菜は福島産でなく他県産があればそれで

お願いと言われました、やっぱり若い人たちはまだ[当たり前

のことですが]気にして気を付けているのだなと感じました。 

サイヤのお客さんは年配の方が多いから、そういった事が無

くなりつつありましたが、若い方はやはり気になりますよね。 

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

楽力楽力楽力楽力    ：：：：    学力学力学力学力    ・・・・・・・・・・・・    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    これからこれからこれからこれから    

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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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。 2012-01-16 10:32:27  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/4cc8e1

8277a80e5d03e16852aaab5b43 

 

２０１０．１１．１７  東ブータンにて 

 

学力は 楽力にしなければいけません。 

しかつめらしい理屈ばかりの学力は 

・・・ 捨てたほうが世のためです。 

そんなものは百害あって一利なし。 

何の役にも立ちません。 

人を楽しくさせる学力は ・・・ すばらしい力です。 

楽しい人と一緒にいると 自然とエネルギーが高まります。 

みんな幸せな気分になります。 

 

まわりのエネルギーを高めることのできる人は 

・・・ すばらしい人なのです。 

これこそが本当の学力のある人というものです。 

 

理屈ばかりこねくり回して 

・・・ まわりを暗くするような人はいりません。 

こんな人は 

いくら知識があっても 学力があるとはいいません。 

 

これからは 本当の楽力＝学力をつける時代 ・・・ です。 

 

人生に絶望はない・・・原発震災避難者人生に絶望はない・・・原発震災避難者人生に絶望はない・・・原発震災避難者人生に絶望はない・・・原発震災避難者アドバイスするアドバイスするアドバイスするアドバイスする 

2012-01-19 06:06:51  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/dbf60c4

17e33efb14c79eeac75cc482d 

 
２０１０．１１．１８  東ブータンにて 

 

昨夜 私は耳慣れぬ方の電話を受取りました。 

瞬間 十余年前のある方の顔を思いうかべました。 

知性と美貌でキラキラしていたその方は 

ある会社の重役婦人であったはず ・・・ 。 

 

電話の声は あまりにも深く沈んでいました。 

懐かしさ半分 驚き半分の気持ちで応対していた耳に 

次のようなことばが飛び込んできました ・・・ 

「 私はもう 落ちるとところまで落ちてしまいました。 

もう どうにもならない身の上になったのです 」 

受話器を通して伝わってくる声は 

あまりにも切実であり 深刻です。 

生活の急転が 直に伝わってくるひびきなのです。 

 

・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

 

「 いま お話をうかがっていることは 

すでに あなたは正常だということです。 

これだけ要領よく話されることひとつ取りあげても 

なにも異常は感じられませんよ。 

・・・ その点はご安心なさい 」 

 

恵まれた はなやかな境遇から一転して 

どん底に突き落とされたこのご婦人に必要だったのは 

人生の体温にふれること ・・・ それしかありません。 

そのためのことばしかなかった ・・・ わけです。 

 

どんなに絶望的な窮地に追いこまれても 

最後の最後まで希望を失わず努めるなら 

必ずどこかに道はひらけます。 

これが 

三十数年間 数多くの人生の危機に立ち会ってきた 
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・・・ 私の信念です。 

なにより 最後の最後に 

ここ（私）をおもい出してくれたことに ・・・ 感謝します。 

さて ・・・ 。 

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

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    1111 月月月月 22222222 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。 2012-01-22 17:36:43 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11142909725.html  

  今日は、朝目が覚めると雪化粧されておりました。 

 ちょっと水分の多いビチャビチャした雪で歩くのが大変でし

た。 

 今日は、いつも支援していただいている「ＭＡＸ音楽隊」さ

んが仮設住宅でもちつき大会を実施してくださいました。 

 

 たくさんの人が参加してくださいました。 

 

 そして、たくさんの方が手伝ってくださいました。 

 そして、もちつき大会の途中に、小高区の神楽がきました。 

 やっぱり、神楽はめでたいのでいいですよね～。 

 

今日のボランティアさんは、 

  鹿島区受付 ３０人 

  原町区受付 １５人   でした。 

 みなさん、本当にありがとうございました。 

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

冬のインド味噌らーめんチーズ入り冬のインド味噌らーめんチーズ入り冬のインド味噌らーめんチーズ入り冬のインド味噌らーめんチーズ入り    

［麺喰い］CrosS (2012.01.19 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/4556.html 

こんにちは～CrosS ですヾ(´▽｀*;)ゝ” 

南相馬市原町区の原町一中前に在ります、食事の店 ともえ 

昨年の 10 月に営業を再開。 

相双ゆたどさ：祝 営業再開「食事の店 ともえ」(2011.10.13) 

（http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3960.html） 

何回か、取材抜きで食べに行ってましたが・・・ 

なんと今回!!冬季限定メニューが登場です！！！ 

その名も!!冬のインド味噌らーめんチーズ入り 

 

熱あつの鉄鍋に入った”インド味噌らーめん” 

煮込みらーめんのように熱々（本当に食べ終わるまで熱々の

ままでした☆） 

そしてインド味噌に「チーズ」も入って、もぉー相性抜群･+゜・。

（*´∀｀*）・゜+。+・ 

 

冬季限定なのでお早めに!!! 

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

食事の店 ともえ 

住所：福島県南相馬市原町区南町 3 丁目 77 

TEL：0244-24-4677  

定休日：毎週火曜日 

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

 

旨いとんかつ旨いとんかつ旨いとんかつ旨いとんかつ!!!!!!!!    末広亭原町店末広亭原町店末広亭原町店末広亭原町店    

［麺喰い］CrosS (2012.01.18 10:30) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/4549.html 

こんにちは～CrosS ですヽ(*´∀｀)ﾉ 



 南相馬ブログ新聞 平成 24 年 1 月 22 日(日)第 127 号  

 4

南相馬市原町区に、旨いとんかつがガッツリ食べられるお店

があります。 

国道 6 号線沿い、昔から同じ場所に店舗を構える老舗「末広

亭原町店」 

 

こだわりの「とんかつ」 

肉厚、熱あつ、揚げたてとんかつ(*☆▽＜） 

こちらは大定番！！ロースかつ定食（大）230g の大ボリュー

ムです!! 

 

こちらも定番！！

ヒレかつ定食（中） 

4 ケで 140g ありま

す!!! 

 

 

 

濃厚なソースを、

ひたひたにかけ

て・・・ 

 

 

 

 

お好みで、胡麻の

トッピング(p｡･∀･

q)(p･∀･｡q) 

ミニすり鉢で、胡

麻をすりすり。 

結構やみつきにな

ります（*´▽`*)笑 

 

定食は「ごはん・香物・キャベツ・味噌汁つき」 

ごはん大盛はなんと!!無料です!!!!! 

CrosS オススメの 1 店です゜+・(о´▽｀о)゜+・是非☆ 

【メニュー】 

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

末広亭原町店 

南相馬市原町区金沢字堤下 396-10   

0244-22-8759   

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

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

特定避難勧奨地点で除染実験スタート特定避難勧奨地点で除染実験スタート特定避難勧奨地点で除染実験スタート特定避難勧奨地点で除染実験スタート    

南相馬市 写真で見る東日本大震災  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2012-01/josen.jsp  

【2012 年 1 月 16 日】 

 原発事故の特定避難勧奨地点に指定されている原町区高

倉の子供のいる 17世帯で除染効果試験事業が始まりました。 

 作業は、市復興事業組合の作業員約 10 人が高圧洗浄機に

よる除染や、5 センチの表土剥ぎなどを行い、汚染水の放射

性物質をもみ殻で除去する実験も行います。 

 市除染計画では、市が鹿島区と原町区の住宅、事業所あわ

せて約 4 万 6 千戸を 2 年間で除染し、高線量地域から作業し

ます。 

  

▲重機を使って表土剥ぎ ▲隅々まで除染 

  

▲高圧洗浄機による除染 ▲屋根の除染は高所作業車で 


