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南相馬市から２月１６日木朝南相馬市から２月１６日木朝南相馬市から２月１６日木朝南相馬市から２月１６日木朝  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！ 2012-02-16 05:28:02 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ffd770b399b7b61ac

e3171ed161f5543 

『除染の技術』 

日本の技術はすごいのかな？いろいろな除染の技術が出て

きているようですが、もっと詳しく知りたいですよね。水、土、

建物、などで除染の方法は違うようだし、出てきた汚染物資を

凝縮して減らす技術もあるようだし、ただ一番の問題は仮置き

場のようですが、残念ながら皆が言うには警戒区域内に作りし

かないようですが、国もわかっているのにはっきり言わないの

はずるいですよね。早く決めれば避難している人たちも何ら

かの決断ができると思いますが、ぐずぐずしているのはいつ

も国ですね。だんだん民主党の政権運営能力の無さが顕著

に、ひどくなってきているようです。政権交代が悪いわけでは

なく、日本の政治家、政治の仕組みが悪いようですね。日本

の国の経済が悪いのではなくどうやら政治家が悪いようです

ね。ん～まさかそれを選んでいる国民が一番、悪いのか？ 

 

南相馬市から２月１７日夜南相馬市から２月１７日夜南相馬市から２月１７日夜南相馬市から２月１７日夜     2012-02-17 19:34:26    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2e882560e247e

dd0207b7d89818f2d74 

『雫（しどけ）の親戚』 

今日、雫の叔父さんが来ました。叔父さん夫婦は津波に家を

流され、自分たちも木によじ登って助かった人です。今は仮

設で暮らしていますが、海の堤防工事、防風林の工事がまだ

始まりませんが、家を建て直すようです。近所の人たちも直し

たり、建て直したりして住むようです。４月頃に建設の申請を

出して、１１月頃までには、入りたいと言っていました。農地も

一緒に直すそうです。海が近くに感じて怖いが、住み慣れた

家がやっぱり良いようです。 

 

ありがとうございます、神谷さ

んから誕生日のプレゼントに

愛知の豊田市足助の両国屋

の中島柿をいただきました。

干し柿の中になんと栗きんと

んが入っていました。びっくり、

そしてとてもおいしいです。

手間がかかっていますね。家

内もおいしいと言って食べて

います。サイヤで、売ってい

た市田柿もおいしいですが、その中に栗きんとんを入れたよ

うな感じです。３口で食べました。 

 

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

ありのままありのままありのままありのまま    ②・・・原発震災避難者②・・・原発震災避難者②・・・原発震災避難者②・・・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。 2012-02-14 09:00:56  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/a65dc0

ce63071a34783b2b8146cda194 

 

震災前のわが家の庭で 

 

無理は ダメです。 

自然でいい ありのまま ・・・ でいいのです。 

 

苦しければ苦しいまま 

楽しければ楽しいまま 

最小限 ・・・ いや こんなことは言わぬが華です。 

ともかく このまま そのままで、 

悪かろう筈はないし ・・・ 良かろう筈もありません。 

 

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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息を吐き 息を吸い 

食事をし 便通を催し 

・・・ それでいいではないですか。 

 

どれも 力いっぱい生きていれば ・・・ それで 満点。 

・・・ 欲張ってもいけません。 

 

余計なはからいをせぬが ・・・ 上等。 

 

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

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 14141414 日（火）日（火）日（火）日（火）    

    南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

 2012-02-14 17:25:11 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11164727946.html   

 

 今日は、バレンタインデー。どう？チョコあげた？もらった？ 

 

今日は、先週に引き続き借上げ住宅の方のサロンを実施しま

した。 

先週は、参加者が増えるといいな～と言っていましたが、今週

はなんと 

一気に倍になりました。その数、１２人。ほんっとーにうれしい

です。 

 
仮設住宅のサロンは、介護福祉士さんに軽体操をしていただ

きました。 

 
便秘にきく体操もあり、大いに盛り上がりました。 

 

作業療法士さんには、指体操を教えていただきました。 

 
今日のボランティアさんは、 

  鹿島区受付  １０人   でした。 

 みなさん、本当にありがとうございました。 

 

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

南相馬世界会議が開催されました南相馬世界会議が開催されました南相馬世界会議が開催されました南相馬世界会議が開催されました        

ゆっ太郎 (2012.02.13 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/4667.html 

”伝えたい記憶 残したい記憶 知りたい事実を集めてくださ

い。” 

南相馬世界会議が 2/11(土)、南相馬市民文化会館ゆめはっと

で開催されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【南相馬世界会議】 

  (URL：http://www.minamisoma-fukushima.jp/) 

  twitter：http://twitter.com/minamisoma_wc 

 

  子どもたちが笑顔で暮らせる将来を目指し  原発災害が起

こした事実について  住民と専門家が、南相馬で話し合う会

議を開催します。 

  南相馬が国内外の叡智と技術を集め、復興を成してゆく取

組みとして  また人類が知るべきこととしての 30 年間を記録

するプロジェクトです。 

  この内容は全世界へむけて Ustream にてライブ配信もさ

れました。 

 

【主催】：南相馬世界会議 2012 実行委員会 
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【共催】：南相馬の復興をご支援いただいている方々 

【協力】：南相馬市 南相馬住民 原発災害被災場所の方  々

(各プログラム詳細、登壇者などについては｢南相馬世界会

議｣公式サイトをご覧ください) 

 

 

  

 

会場となった南相馬市民文化会館ゆめはっとには 3.11 震災

から大きくご活動いただいた自衛隊の方々の取組みや除染

活動の様子や計測測定値の推移、線量測定器展示 

放射線量測定器と GPS 装置を積み、測定値を収集する四輪

バギーも展示されていました。 

 

 

南相馬世界会議 2012 実行委員会の皆さんは 

USTREAM で、この会議を全世界へライブ配信。 

アーカイブとして過去ライブを公開してくれています。 

［南相馬世界会議 2012 実行委員会］USTREAM アカウント 

minamisoma_wc(http://www.ustream.tv/user/minamiso

ma_wc) 

”政府の決定した同心円状の区域設定を認めていてはいけな

い 南相馬基準を設け、市行政・住民が一体となり取組みを進

めるべき” 

この南相馬世界会議に参加いただき 

登壇して地域住民へ力強く提言いただいた先生からのお言

葉です。 

【南相馬世界会議 2012】：南相馬には南相馬にのみ適用しう

る復興が必要 

http://www.ustream.tv/recorded/utm_campaign=synclickbac

k&source=http://yumesoso.jp/yutadosa/page/2&medium=20

358035 

第一部 【原発災害が起こした事実の記録】：153 分 56 秒 

 

 

第二部 【対話の記録 住民が聴きたいこと、専門家が伝えた

いこと】その 1：177 分 06 秒 

 

第二部 【対話の記録 住民が聴きたいこと、専門家が伝えた

いこと】その 2：36 分 29 秒 

 

 

第三部 【10 年後、20 年後、30 年後、可能性への転換】：140

分 04 秒 
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############################################# 

●●●●南相馬市東日本大震災追悼式の開催について南相馬市東日本大震災追悼式の開催について南相馬市東日本大震災追悼式の開催について南相馬市東日本大震災追悼式の開催について    

南相馬市 東日本大震災関連情報（H24.2.16 17:00 現在） 

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

ushiki.jsp 

 市では、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災によっ

て犠牲となられた皆様に哀悼の意を捧げる「南相馬市東日本

大震災追悼式」を開催します。 

 当日は、震災によって失われた６００名を越える掛けがえの

ない尊い命への追悼と、全国からの様々な支援に心から感謝

するとともに、一丸となって南相馬市の復興に取り組むことを

誓う日とするものです。 

 

１．とき：平成２４年３月１１日（日） １４時１５分～１５時３０分（１

３時３０分開場） 

２．ところ：南相馬市民文化会館（ゆめはっと）大ホール、多目

的ホール 

３．ご参列にあたって 

・ご遺族の皆様にご参列していただきますよう、案内状をお送

りしております。 

・お席の都合上、参列者全員が大ホールに入場できない場合

は、多目的ホールにご案内させていただく場合があります。 

・無宗教形式で行います。 

・香料、供花、供物等はご辞退いたします。（献花は南相馬市

で準備いたします。） 

・駐車場は、文化センター駐車場、原町保健センター駐車場

をご利用ください。駐車台数に限りがありますので、乗り合わ

せでのご来場にご協力をお願いいたします。 

・平服でご参列ください。 

・一般参列者のために玄関ロビーに記帳所を設けます。 

 

【問合わせ先】 

社会福祉課（0244-24-5243） 

 

●被災者生活再建支援金の支給 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/hisaishashien/his

aishaseikatsusaikenshienkin.jsp 

基礎支援金の申請期間延長について 

当初、申請期限は平成 24 年 4 月 10 日となっていましたが、

平成 25 年 4 月 10 日まで延長となりました  

平成 23 年東日本大震災により住宅が被災された方に対して、

被災者生活再建支援金を支給します。 

 

～支給の内容～ 

◆基礎支援金 

・住宅の被害程度に応じて支給する支援金 

・申請期間：平成 25 年 4 月 10 日まで 

 

り災証明書（住家用）の被害程度 

【全壊】 

支給額：100 万円 世帯人数が１人の場合：75 万円 

【大規模半壊】 

支給額：50 万円 世帯人数が１人の場合：37.5 万円 

【半壊又は敷地被害で、やむをえず解体する場合】 

支給額：100 万円 世帯人数が１人の場合：75 万円 

 

◆加算支援金：住宅の再建方法に応じて支給する支援金 

・申請期間：平成 26 年 4 月 10 日まで 

 

住宅の再建方法 

【建設・購入】 

支給額：200 万円 世帯人数が１人の場合：150 万円 

【補修】 

支給額：100 万円 世帯人数が１人の場合：75 万円 

【賃貸（公営住宅・仮設住宅・民間賃 貸住宅借上げを除く）】 

支給額：50 万円 世帯人数が１人の場合：37.5 万円 

 

・受付場所・時間 

鹿島区健康福祉課（鹿島区役所 1 階）8 時 30 分～17 時 00 分 

健康福祉部社会福祉課（本庁東庁舎 1 階） 8 時 30 分～17

時 00 分 

・提出書類 

被災者生活再建支援金支給申請書 

り災害証明書 

支援金の振込み先となる預貯金通帳の写し 

加算支援金の申請の場合は、契約書の写し 

 

【問合せ先】 

社会福祉課(0244-24-5243) 

鹿島区健康福祉課(0244-46-2114) 


