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それぐらい、私を正しい方向へ導いてくださっています。

南相馬ブログ新聞

いままで散々いろいろ言ってきたけれど、クラスの人とも話す
機会が増え、楽しい生活を送っています。
友達って大事だな～と。
この地震、原発でそんなことを学びました。

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
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。同じ被
れぞれの立場での本音が書かれています。
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。

原発は多分、私たちにとっては憎むべきもの。
だけど、私はそれだけではないと思うんです。
まぁ、これは綺麗事と取られるかもしれませんが、原発事故の
時、放射能が一番高い時に飯舘村に避難し、それから新潟県
に行きました。
いろんな所へ行くたびに、私が今までどれだけ狭い世界の中
で生きてきたかがよくわかりました。

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

人生は音楽だ！

Going

諦めることを諦めた。私は自分の意思を持って進みたい。

それから私はこの何カ月か、MJC に参加していません。
受験勉強のためです。
私は歌を離れると猛烈にダウンが激しいらしいです。
でも、合唱できる時の大切さがもう一度わかった気がする。
それに、自分がいかに浮かれていたかわかりました。

2012 年 02 月 23 日(木) 22 時 59 分 26 秒
http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-11173661945.html

こんにちは。
お久しぶりです、キャナです。

ありゃありゃ・・・
なんか最近ずっとブログ書いていないせいで意味わからない
文章になりましたね・・・すみません。

受験まで、あと二週間を切りました。
正直焦ってます。
中学三年生はこんな精神状態を戦い抜いていたのですね。
もう尊敬・・・。

とりあえず、皆さんにご報告。
私は地元の高校を受けることにしました。
受かるかどうかはわかりません、馬鹿なので。

話は変わりますが、今、私の学校では卒業式練習をしていま
す。
今日、『旅立ちの日に』を練習していたとき、ふと思い出したの
ですが、私が中学 2 年の時の文化祭で青い鳥の青い羽根を
見つけて願い事を書きましょうっていうものがありました。
そのときに書いた願い事が
『もっとちゃんと合唱がしたい！』
だったんです。

でもその高校に受かったら、また合唱部を作れればなと思い
ます。
もしかしたら、南相馬の中学校のときみたいなオチになるかも
しれませんが、やるだけの事はやってみようかと。
私は合唱馬鹿なようです笑
今の私の座右の銘
『人生は音楽だ！』
私の人生は、音楽の塊です。

それを思い出した瞬間少し涙・・・
青い鳥はほんとに願い事を叶えてくれたんだな、とガラにもな
く思いました。

#############################################
南相馬市から２月２４日夜 サイヤ社長のブログ

私が郡山に来れたのはもう本当に幸運だったと思います。
郡山の学校の人たちにもかなり助けてもらったし、何より先生
が私のひねくれた根性を叩き直してくださっています。
中学三年間分泣いたかも。

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
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http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/dc41d3cff6f299917ffda5
戻ってこれるように、除染するのなら精神的苦痛の補償金も見
1cec5ab5a5
直さなければ除染しただけでは帰って来てくれる動機、気持

ちになるにはなりにくいのではないでしょうか、だって除染し
てもなかなか下がらないことをみなさん知っているから。無駄
金にならないことをみなさん願っていますが。

『東京電力から電話』
やっとこさ、東京電力から第一回目の本払い請求についての
電話がありました。いろいろ聞かれましたが、いろいろ話まし
たが、請求書に関しては、東電が作った書式で東電の相談室
に資料を持ち込んで、話を聞きながら作成したのもなので、
細かい数字の計算間違いはあるのかもしれませんが、素直に
東電さんの言うままに書いたものですから、それでお願いす
るしかありません。
それにしても、頑張れば頑張るほど、保証は無くなっていく仕
組み？おかしなことですね。
一人では太刀打ちできません、なんといっても日本一の会社、
東京電力に入社できる頭のいい人たちばかりですから、一人
では逆らいません、逆らってもかないませんから、そのうちみ
んなで立ち上がり交渉できるようになった時には頑張りたいも
のです。

#############################################
たくましく育てる ・・・ 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。 2012-02-26 06:00:24
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/575f4a6
116c8a86f59d1de5d79e5499f

昨日の報道ステーションは見ていませんが、南相馬市で見つ
かった黒い土？粒？、結局、苔？だったようですが何なので
しょうね、そんなに放射線量が高くなるのはどうなんでしょうか
ね？不思議なことがこれからも出てきそうですね。
今日は石神中学校の引っ越しだったようです、やっと帰って
きたようです、３月の卒業式は仮設校舎ではなく本校舎ででき
るようです
石神１．２小も始まるようです。

震災前のわが家の庭で
「 清流不魚住 」 といわれるように
人間も 清濁合わせて飲まなければ生きていけないの
に ・・・

南相馬市から２月２５日土朝

2012-02-25 05:18:33
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a731a9f310051e75d22dd
38f834c7cb6

最近の子どもは泥んこ遊びをしなくなった と聞きました。
親は「 汚いからやめなさい 」 と とがめるのだそうです。
そして 子どもの遊び場の象徴でもある砂場の砂を清潔にす
るために
抗菌砂が売り出されるようになったとか
・・・ まったく嘆かわしい話です。

『避難と逃げてる』
言い方ひとつで、違って聞こえます、あくまでも避難している
のです。逃げているわけではありません、なぜこういうことが
言われるのか？避難している人たちには保障金が出るが、戻
ってきた人たちには出ない、まずはこの事実から感情に行き
違いが出てきているようです。避難していてお金がもらえれば、
放射能のあることろへは戻る気持ちにはなかなかならないで
しょう、しかしいろんな事情でやむなく？使命感から？責任感
から？戻って頑張っている人たちには補償金が出ないという
事実が避難していると逃げているとの二つの表現に表れてい
るようです。みなさんお互いの事情は十分分かっているので
すが、ストレスがつい過激な表現につながってしまいます。ふ
るさとを再生、復興、するどころか、このままではさらに分断さ
れるようで心配ですね。

かって あるコマーシャルのコピーに
「腕白でもいい たくましく育ってほしい」 というのがありまし
たが
・・・ 懐かしい話です。
抗菌砂の中で遊び さまざまな抗菌グッツを身に付け
慢性疾患にならにないための生活習慣を守ろうとする子どもに
・・・ たくましさは 全く感じられません。
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泥や汗で身体が汚れるのを気にせず
食事の時間も忘れて 何かに夢中になる経験を通して
子どもは たくましく育っていくのだと思います。

ので、一緒にいって、 写真を撮らせてもらいました。

また 「 疲れたら休憩しましょう 」 と教えていては
・・・ 子どもは たくましく育ちません。
疲れきるまで飛び回って遊んでこそ
子どもは たくましく育っていくのだと思います。
なにより ・・・ たくましい親にしかできない育て方です。

今日のボランティアさんは、
鹿島区受付 ２９ 人
でした。
みなさん、本当にありがとうございました。
#############################################
南相馬ダイアログフェスティバルが開催されました
ゆっ太郎 (2012.02.21 11:00)
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/4706.html
2/18(土)・19(日)
南相馬市民文化会館ゆめはっとで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～が、開催されました。

東日本大震災 三条市
避難所一年間の記録
『 春を待つ ・・・ 小さ
な 小さな 手づくり写
真展 』
主催 ： 当ブログ ＋
ボランティア「ひばり」

#############################################
今日のできごと 2 月 26 日（日）
南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ

2012-02-26 17:25:57
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11176133227.html

今日は、雪が降ったり、やんだりという 1 日でした。
昨日降った雪が、結構残っており、みなさん歩きづらそうで
した。

・「楽しむ」「つながる」「育む」「暮らす」「食べる」の 5 つのテ
ーマごとに南相馬の若者たちを中心とした、 対話プログラム、
ワークショップを開催
・復興に向けて元気になる、ライブプログラム
・参加ゲストを交えた、シンポジウム、対話プログラム
・南相馬の現在・過去・未来が見えるプロジェクト展
参加しながら楽しむイベントに dialog(対話)することでこれか
らのまちを考えて行こうとする
復興活動を通して、つながりを深めてきた若者が中心となっ
て開催するフェスティバルです。

巡回していたら、犬の写真を撮りたいという子ども達がいた
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「楽しむ」「つながる」「育む」「暮らす」「食べる」の 5 つのテー
マに沿ったワークショップや対話するプログラムが数多く開催
されました。
こどもたちを他地域へ避難させている方
こどもたちといっしょに南相馬で暮らしている家族
南相馬市内でこどもを持つ親が集い
現状の問題点、暮らしていくうえで不安に思っていること
これからの子育てや、このまちのありかたについて…

［紙芝居・なっちゃん］なかたにんにんの役者・リポーター・紙
芝居への小路
［松鶴家 ぽん］Pon Web

”政府や行政まかせにしていても何も変わらない、動かない
今日この場に集まったことをきっかけに一歩を踏み出しまし
ょう”
「お母さん会議」「お父さん会議」から聞こえてきた声です。

［湘南 一歩会］アートを通して被災地とつながる
［十文字幻斎］閃光の催眠術師

［復興デパート］3F 南相馬-MINAMISOMA［スコップ団事務局］

＜こどもたちからの声を集めた「想いのツリー」より＞
#############################################
＜南相馬ダイアログ PIKAPIKA ワークショップ＞
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