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南相馬市から２月７日火朝南相馬市から２月７日火朝南相馬市から２月７日火朝南相馬市から２月７日火朝  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！ 2012-02-07 05:28:23 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5601e904ea9fd6c0

d01b7e335075bc23 

『ビックチャンス』 

見つけました、いろいろな人に聞いていたのですが、突然出

てきました。店舗改装のための資金です。 

国の補助金が出てきました。さすがに審査がありますが、チャ

レンジしたいと思います。なにせ１/２の補助金ですから零細

企業にとってはありがたい資金です。今月１６日までに資料を

出さなくてはなりませんから大急ぎで作成しなくてはなりませ

ん。目指すはセイコーマートです、少しでも近づきたいです

ね。 

札幌に避難していた時に何度か行きましたが、これからのコ

ンビニの理想的な店だと思いました。自社で製造し販売する

中抜きをして安く売れるが自分も利益が出てくる仕組みを大

手より先駆けて実現しているコンビニです。そこまではさすが

にできませんが、サイヤのお弁当、お惣菜をもっと強化してい

くうえで調理場と売り場の改装が必要だと感じていましたから、

この期に実現したいと思います。作業効率のよくなるように、

従業員の人たちも仕事がしやすいようなキッチンになるように

したいと思います。まずは審査に受からなくてはなりません

が。 

 

南相馬市から２月１０日金朝南相馬市から２月１０日金朝南相馬市から２月１０日金朝南相馬市から２月１０日金朝     2012-02-10 05:30:42    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/471e520b4675f2c4

a107a619ea86e17d 

『ブログ』 

震災から本格的に？書き始めたブログですが、最近、見てま

すよといろんな人に言われると、戸惑います。なんか恥ずかし

いような気もします、勝って気ままに書いていますが、失礼な

ことを書いていないか、怒らせていないか、間違ったこと書い

ていないか、など考えてしまいます。できるだけ南相馬市のこ

とを書こうかとも思っていますが、本当に生活が普通の感覚に

戻っているのか、だんだん慣れていっているのか、真新しい

ことが無くなりつつあるのか、書くことが思いつかない日も多く

なりました。特定の人やモノや会社のことを書いていいものや

ら、そういうことであればいっっぱい書くことがあるのですが、

ちょっと躊躇してしまいます。 

たとえば、毎日行く市場の出来事、野菜、果物、の仕入れに

みなさん来ていますが、セリをおこなっているのですが、人そ

れぞれ性格が出て面白いですよ。このことをブログに載せて

いいものやら思案中、人物が特定されてしまうので、わかって

しまうので、それが心配で今はまだ書くことを遠慮しています

が、面白い人がたくさんいます。 

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

いい苦労・いい苦労・いい苦労・いい苦労・    わるい苦労・・・原発震災避難者わるい苦労・・・原発震災避難者わるい苦労・・・原発震災避難者わるい苦労・・・原発震災避難者    

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。 2012-02-10 00:30:56  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/cc8fe18

c370f7650cb848510ed911b06 

 

２０１０．６．２２  放射能で汚染される前のわが家の庭から 

 

世の中には 

苦労したために いじけてしまった人がいます。 

苦労すれば 誰でも良くなるかというと 

・・・ そうではありません。 

苦労したために 

頑固になって いじけて 心をふさいでしまうという人も 

世の中にはいっぱいいるわけです。 

 

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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苦労して 苦労して 苦労したのに 

その苦労が実を結ばない ということになりますと 

なおさらこういう人は いじけていきます。 

 

あるいは 苦労して 苦労したあげく 成功した人は 

今度は 自分の考えがいちばん正しいと思ってしまい 

頑固になり 人の言うことに耳を貸さないようになることもありま

す。 

世の中の成功者には 

自分の考え以外は受けつけない という思い上がった人がお

ります。 

 

苦労して 成功しても 

苦労して 実らなくても 

ただ苦労 ということだけでは 

人間どちらかというと ゆがんでいってしまう 

ということの方が多いのです。 

 

やはり 苦労というものは 

素直に頭を下げて 祈っていくような 

・・・ 素直な心でする苦労でなかったら 

本当の人間としての幸せをつかむ ・・・ いい苦労にはなりま

せんね。 

 

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

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 9999 日（木）日（木）日（木）日（木）    

    南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

 2012-02-09 17:26:43 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11159805827.html   

 

最近、ボランティアさんなど身の回りに体調不良を訴える方が

増えています。 

 みなさんは大丈夫ですか  

 疲れたら、食べて寝る。 わたしは、これに限ります。 

 今日も作業療法士さんに軽体操を教えていただきました。 

 
 

今日はサロンで最後のあいさつを。 

 「今日もみなさん・・・」 

 

 「ありがとー ございましたー。」 

 

 ちゃーちゃちゃーちゃちゃちゃ、ちゃーちゃちゃーちゃちゃ

ちゃ・・・・・・・ 

 

今日のボランティアさんは、 

  鹿島区受付  ４０人   でした。 

 みなさん、本当にありがとうございました。 

 今日は、久しぶりに屋外活動もありました。 

 寒い中ありがとうございました。 

 

 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。 

 

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

【南相馬市原町区】まちなかひろばコミュニティカフェ【南相馬市原町区】まちなかひろばコミュニティカフェ【南相馬市原町区】まちなかひろばコミュニティカフェ【南相馬市原町区】まちなかひろばコミュニティカフェ

べんりべんりべんりべんり DaDoDaDoDaDoDaDo    ゆっ太郎 (2012.02.07 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/4633.html 

震災から 9 ヶ月が過ぎた 2011 年 12 月 21 日 

相馬-原ノ町駅間で JR 常磐線が運行を再開しました。 
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東京電力原子力発電所災害で立入の制限されている双葉郡 

震災と津波による大きな被害で、駅舎や線路も流されてしまっ

た新地町以北は、まだ電車運行がされていませんが停車駅 4

駅、相馬・日立木・鹿島・原ノ町少しづつ一歩づつ、歩みをす

すめています。 

 

JR 原ノ町駅から歩いて 5 分ほどのまちなかひろば 

  

 

地元の農家の方々が、丹精込めて生産された農産品や加工

食品 相双各市町村の広報を手にすることのできる情報スペ

ース 相馬市出身のシンガーソングライター堀下 さゆり さん

のブース チャレンジショップの、その奥にコミュニティカフェ

べんり DaDo が地域の復興に立ち向かう皆さんをお待ちして

います。 

 

【 堀 下 さ ゆ り  official website 「 Lilylife 」 】 (URL ：

http://www.lilylife.net/) 

 

コミュニティカフェべんり DaDo の活動は多岐にわたります。 

・べんり DaDo スペースを活用したサロン展開 

・仮設サロン支援、補助 

・ワークショップ開催 

・ボランティアマッチング 

・除染ボランティア 

・放射線量測定器無料貸し出し(3 台) 

  

 

コミュニティカフェべんり DaDo を案内してくれた戸田 光司さ

ん 

戸田さんは震災発生当初、YouTube で流れる南相馬市長の

物資提供の願いを聞き 

「今まで聞いたこともなかったけど、どうやら南相馬市ってとこ

が大変らしい」と 

支援物資を自費で購入、ご自身でで届け、瓦礫の撤去や泥

出しなどをされ当時ご自宅のあった埼玉と南相馬の往復を繰

返し南相馬市に住むひととの、ふれあいを重ねるうちに遂に

遂には南相馬市への移住までされました。は南相馬市への

移住までされました。 

は南相馬市への移住までされました。 
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  べんり DaDo の皆さんは  

2/18(土)、2/19(日)に開催される 

  南相馬ダイアログフェスティ

バル  ～みんなで未来への対

話をしよう～  にも、実践まちづ

くりのため参加します。 

 

 

 

 

店内では、コーヒー・緑茶・紅茶を無料で提供中。 

”地元の人たちが参加して進める、まちづくりと再興” 

天気の話をするだけでも、気軽に立ち寄って、便利使いをし

てほしい「べんり DaDo」戸田さんは、そう話してくれました。 

 

  軍曹と親しみを込めて呼ばれる戸田さん。 

  コミュニティカフェべんり DaDo へ出掛け  「どうして軍曹と

呼ばれていいるの？」  戸田さんに気軽に問いかけてみてく

ださい。 

  毎回、内容の変わるおもしろい由来を聞かせてもらえます。 

 

まちなかひろば敷地内に併設される、原ノ町屋台村コミュニテ

ィカフェべんり DaDo は屋台村への出店準備中です。 

 

いま、先行オープンとして手打ちのかけそばを支援・応援あり

がとうのサンキュー390 円で 

提供しているそうです。 

(10 食限定 10:00～14:00、めんち勝つトッピングもあるそうで

す。) 

 

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

◇コミュニティカフェべんり DaDo 

URL：コミュニティカフェべんり 

DaDo(http://www.benridado.com/) 

◇南相馬市まちなかひろば 

住所：福島県南原町区旭町 1-29 

営業時間：9:00～18:00 

定休日：年末年始 

TEL：0244-26-3651(まちなかひろば代表) 

URL：南相馬市まちなかひろば 

(http://www.city.minamisoma.lg.jp/etc/machinakahiroba/） 

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

 

 

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

3333 順目の一時立入り順目の一時立入り順目の一時立入り順目の一時立入り        

南相馬市 写真で見る東日本大震災  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-12/josen-iinka

i.jsp  

【2012 年 2 月 11 日】 

 警戒区域内への一時立入りが 3 巡目となり、229 世帯 587

人が自宅に戻りました。中継基地の馬事公苑では、受付を済

ませた方からマイカーに乗り込み、受付直後は検問所に長蛇

の列ができました。 

 今回は家屋の修理や引っ越し作業のため業者の同行が許

可され、8 世帯が業者を伴って一時立入りを行いました。 

  

  

▲日陰には雪が残る馬事公苑▲車両などの確認を終え警戒区域 

へ 

  

▲限られた時間での作業（原町区）▲片付けする住民（小高区） 


