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南相馬市から２月２日夜南相馬市から２月２日夜南相馬市から２月２日夜南相馬市から２月２日夜  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！ 2012-02-02 19:29:50 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/8e8fcff3aaf27258b

90518bee5aa8445 

『田んぼ』 

寒い日が続いていますが、田んぼが凍っているのを見たのは

初めてです。なぜに田んぼに水が入っているのかはわかりま

せんが、よく見てみると凍っていました。新田川の水面も半分

くらい凍っていました。 

１月の中旬からず～と寒い日が続いていますからですが、こ

んな年は初めてですね。原町に来て３０年ぐらい経ちますが、

記憶にないぐらいの寒さです。今朝は仙台の方は猛吹雪だっ

たようです、原町は雪はあまり降りませんから過ごしやすいの

です。雪だけは勘弁して欲しいです。 

  
 

南相馬市から２月４日土朝南相馬市から２月４日土朝南相馬市から２月４日土朝南相馬市から２月４日土朝     2012-02-04 05:27:22    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/156951cfd5fa67bdd

5b6997c5630f30d 

2012-02-04 05:27:22 | 日記 

『南相馬市復興祭』 

未来へ羽ばたけ南相馬 夢 元気 ふれあいフェスタ が３月

１７日土 駅前通り歩行者天国で開催されます 

昨日はその一回目の会議でした。今回はプロのイベント屋さ

んが入ります、作芸人磨心事務所（サウンドマシン）という富山

市にあるイベント会社です。全国の商店会、地域の町おこしを

応援している会社です。 

切っ掛けは、柏崎市のイベントを仕切った時にそこに避難し

ているも南相馬市の住民の皆さんが多数いらして桜井市長が

見えて話をしたことが今回のイベントのつながったようです。 

これから詳細を詰めていくようですが、オープニングは１０００

個の風船が宙を舞う、本物大道芸、ちびっこワンダーランド、

世界のグルメ、福島物産展、灯りのページェント＆コンサート、

最後は音楽花火、朝１０時から夜８時まで、いろいろ舞満載の

イベントです、たぶんこれまでにないイベントになりそうです。 

今、南相馬市を離れて住んでいる人たちにもこの日は帰って

来て欲しいと願ってのイベントでもあります。 

これから出店を募集するようですが、今多くの NPO やボラン

ティアの皆さんが入ってきていますから、そういった方たちに

も参加していただきたいですよね。もちろん地元の方たちに

参加しなくては。 

このイベントをきっかけに名物を作るのもいいようですが。イ

ベントまで時間がないので駆け足で進むようです。 

 

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

心強し！地域ボランティア心強し！地域ボランティア心強し！地域ボランティア心強し！地域ボランティア    ・・・・・・・・・・・・    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    

謝々！！謝々！！謝々！！謝々！！    

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。 2012-02-04 12:53:17  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/199aa0f

e657e17657702e925a0333654 

 
土曜日なので 避難所に除雪車がくるか心配していた最

中 ・・・ 

心強い援軍 ・・・ 地域ボランティアさんたちが駆けつけてく

れました。 

除雪車が いつ来てもよいようにと 

雪を集め また 除雪車が車止めにひっかからないよう 雪切

りをし ・・・ 

さすが 三条市の方々 ・・・ 手馴れたものです。 

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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作業は 順調に完了。 

さあ除雪車 殿・・・いつお出でになってもよろしゅうござるぞ。 

お待ちしまぁ～す ！ 

 

地域ボランティアのみなさん ・・・ 謝々 です ！！ 

 

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

【【【【    続・なぜ南相馬に戻らないのか？続・なぜ南相馬に戻らないのか？続・なぜ南相馬に戻らないのか？続・なぜ南相馬に戻らないのか？    】】】】    

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!  

2012 年 02 月 01 日 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/249763689.html  

南相馬は、なかなか復興ムードも盛り上がらない中、もうすぐ

震災から一年が経とうとしています。 

南相馬市の復興に向けて、家族の明るい未来のために、私

自身何ができるのか？ 

いつも考えています。 

そして、立ち止まらず、動いていきたいと思います。 

 

なぜ、一旦避難した人（特に母子）が南相馬に戻らないの

か？ 

…最近よく耳にする声は、「放射線が怖いから戻りたくない」 

だけでなく 

「生活に不便な南相馬へ戻りたくない」 

「外で遊べない南相馬へ戻りたくない」 

この二点です。 

この二点がクリアされない限り、いくら放射線量が下がったとし

ても、戻っては来ないのです。 

このことが一年経とうとしている今、大きな壁となって立ちはだ

かっているのだと痛感します。 

 

特に女性はシビアです。 

南相馬ではお父さんがお仕事頑張って～！ 

私たちは、便利で放射線の低いところでがんばります！ 

と割り切っているお母さんの多いこと。 

 

母は強し！ それに比べて父さんの弱いこと。 

すっかり凹んで、元気がなくなっています。 

やっぱり、まだ子どもたちも小さいし、一緒に生活したいです

よね。 

子どもの最もかわいい時期に一緒にいられない辛さ。 

切ないですね。 

やはり、家族として一緒に暮らすことが急務であり、離れて暮

らしていることで家族の崩壊につながることもあり得るでしょ

う。 

今や子どもの健康だけ考えるのではなく、家族としてどう生き

るべきか？ 

それを考えるべきと思います。 

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

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    2222 月月月月 5555 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。 2012-02-05 17:16:51 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11156069454.html  

 今日も、昨日に引き続き団体さんが来てくださいました。 

 今日は、「福島県立医科大学」と栃木県の「自治医科大学」

のみなさんが来てくださいました。 

 集会所を利用して、血圧測定や健康相談などを実施してく

ださいました。 

 

 集会所にいっぱいのみなさ

んが来てくれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 こんなことできるので、サロ

ンやってみたいという方はお

気軽にご連絡下さい。 

 

 

今日のボランティアさんは、 

  鹿島区受付  ３０人   でした。 

 みなさん、本当にありがとうございました。 

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

警戒区域内、南相馬市小高区警戒区域内、南相馬市小高区警戒区域内、南相馬市小高区警戒区域内、南相馬市小高区    

ゆっ太郎 (2012.01.31 11:00) 
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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/4599.html 

2012 年を迎え、旧正月も過ぎた 1/24 

東京電力原子力発電所から 20km 圏内で立入の制限されて

いる南相馬市小高区へ一時立入を申請し、行ってまいりまし

た。 

 

もうすぐ 3.11 の震災から 11 ヶ月。 

震災と津波の被害が大きかった東北沿岸部各地では復旧・復

興へ向かう槌音が響きます。 

しかし、撤去されたあとの処分が決定されていません。 

東京電力管内への電力供給を担った 20km 圏内相双沿岸部

は 3.11 当時のまま取り残されています。 

【小高神社】 

 

【小高神社から小高駅前通り】 

 

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

つながりまつり開催のお知らせ 

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。 2012 年 02 月 05 日 00:00 

http://blog.livedoor.jp/tsunahachi/archives/2301166.html  

つながる、よろこび、ひろがれ！ 

 

つながりまつりとは？ 

2011 年は、「つながり」という言葉の意味を、改めて見つめ直

すきっかけとなる年でした。 

このイベントが、人とのつながり、地域とのつながり、命の尊さ

について考えるきっかけ、参加してくれた皆さんがつながるき

っかけになれば幸いです。 

内容】 

 

■音楽ライブ 

カルロス真吾（ミュージシャン、ジャパニッシュギター） 

bird’s eye view（ミュージシャン、アコースティック・デュオ） 

稲川圭一（ミュージシャン、日本熊森協会埼玉県支部副支部

長） 

※ミュージシャン紹介はこちら 

■トーク 

つながろう！八王子で！活動報告(東日本大震災被災地・避

難者支援) 

ソーシャルメディアで地域活性化 

・地域密着型ブログサービス「たまりば」 

・田無ソーシャルメディア研究会（スマイルフォト・スマイルダン

ス） 

・読書で地域を活性化できる！（読書日記ほんファンブログ） 

※講演団体紹介はこちら 

■ライブペイント 

イラストレーター パンチョ☆パンジャ 

■展示 

ミニ写真展「助けたい命 福島原発被害の動物たち」 

■販売 

Torico（動物の命をつなぐ石けん） 

ヤマタカ捺染工場（捺染業） 

村松商会（今川焼） 

■フード・ドリンク 

磯沼牧場の食材を使ったミルク鍋・トマトカレー・ワッフル 

各種アルコール・ソフトドリンク 

 

※つながりまつりの売上の一部を、東日本大震災の被災地・

避難者支援、 
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 動物の命を守る活動支援のために寄付させて頂きます。 

 

【主催】つながりまつり実行委員会 

【共催】たまりば運営事務局、つながろう！八王子で！ 

【協力】磯沼牧場、ルクツン八王子、ぬくもり工房 京昌 

     福島原発動物本気で守る会 HOSHI FAMILY 

【入場料】500 円（1 ドリンクサービス付き）※未就学児は無料 

【日時】2012 年 2 月 19 日(日) 11:00～18:00（開場 10:45） 

【会場】プラザむみじか（高尾駅南口徒歩 3 分／八王子市初

沢町 1299） 

 

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

●避難の状況と市内居住の状況●避難の状況と市内居住の状況●避難の状況と市内居住の状況●避難の状況と市内居住の状況    

南相馬市 東日本大震災関連情報（H24.2.2 8:30 現在） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/shinaijokyo/sinaihinanjo

.jsp 

◇避難の状況（H24.1.19 現在） 

平成 23 年 3 月 11 日現在の人口 

71,561 人 

 

【市内居住者】 

・自宅居住 34,219 人 

・市内の避難所 0 人 

・市内の知人宅や借上げ住宅等 4,544 人 

・市内の仮設住宅  4,544 人 

・計 43,307 人 

 

【市外避難者】 

・市外の避難所 42 人（うち福島県外 40 人） 

・市外の知人宅や借上げ住宅等 22,421 人（うち福島県外 

13,636 人） 

・計 22,463 人 

 

【その他】 

・死亡（震災以外の死亡含む） 1,368 人  

・転出 4,015 人 

・所在不明 408 人 

・計 5,791 人 

 

◇市内居住の状況（H24.1.19 現在） 

【小高区】 

・3 月 11 日現在の人口 12,842 人 

・現在の居住者数 -人 

・全域警戒区域 

【鹿島区】 

・3 月 11 日現在の人口 11,603 人 

・現在の居住者数 13,400 人 

・一部緊急時避難準備区域 

【原町区】 

・3 月 11 日現在の人口 47,116 人 

・現在の居住者数 31,846 人 

・一部警戒区域 

・一部計画的避難区域 

・一部緊急時避難準備区域 

【合計】 

・3 月 11 日現在の人口 71,561 人 

・現在の居住者数 45,246 人 

※3 月 11 日以降の転入者を含むため、避難の状況の市内居

住者数と合計の数が異なります。 

  

◇市内開設避難所（H23.12.28 現在） 

（南相馬市民以外も含む） 

・陸上競技場 

 12 月 28 日閉鎖 


