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ええええび父の言いたい事び父の言いたい事び父の言いたい事び父の言いたい事    

えび父さんの日記 2011/03/25 20:08 

http://ebi.tou3.com/Entry/29/ 

南相馬市は市の3分の2位が屋内退避エリアになって

いますが放射線の数値は全然問題ない数値で、言い方は

悪いですが関東よりも安全と言えるくらいです。 

それなのに国の無策のせいで無法地帯になるように仕

向けられてます。 

普通に生活できる地域であるにもかかわらず、不安を

煽る会見・報道をし市民を県外に避難させ、残っている

市民には満足な物資も送らず挙句に物資の輸送が困難だ

から避難区域にしようと考えてるとか、もう、呆れる以

外ありません 

南相馬市はゴーストタウン化していっていますが、中

には戻ってきてる人も居ます。 

避難所生活よりも自分の家で生活したい、多少の不便

があっても故郷に帰りたいそう思う人もかなり居ると思

います。 

行政も出来る事を必死にやってくれてると思いますが、

国の援助が無ければ立ち行かないのが現実です。 

宮城県や岩手県沿岸部は、着々と復興に向けて動いてる

のに、南相馬市以南は復興どころか死の町への道を歩ん

でいるように思います。 

自分で確認したわけではありませんが、南相馬市から

南の避難区域に設定されてるエリアでは捜索活動も、復

旧作業もまったく行われてなく、もしかしたら津波被害

に遭った方の中で生存者も居たかもしれないのに、もう、

完全に手遅れでしょう・・・ 

地元民として、本当に悔しい限りです・・・ 

また、福島産の野菜を食べるなとか、牛乳は危険とか

安全なエリアですら風評被害で生活が困難になりつつあ

ります。 

昨日、隣の飯館村の職員と話した時も、野菜が売れな

いと農家は生活出来ないと言ってました。 

当然ですよね。一生懸命汗水垂らして作った物を国が

買うなって言ったらその人達はどうやって生活をして行

くのでしょうか？ 

国が安易に国民を見捨てるような発言をしていいので

しょうか？ 

確かに放射能が付着していれば危険はあるでしょう 

でも、仮に放射能が付いていても、水洗いをすればほと

んどが流れます。 

私が原発で作業していて、放射能が付着した場合も水

で洗って終わりですから。。。 

洗えば食べても問題無いレベルの野菜もたくさんある

のに、そういう情報は公開せず 

ただ、食べるなの一言じゃ国民も敬遠しますよ 

対象になっていない野菜ですら、福島産というだけで

拒否する国民にもがっかりですが・・・ 

水にしても同じですよね 

乳幼児に飲ませない方がいい、それは理解できるし納

得もいきますが荒っぽい言い方になりますが、年配の方

まで飲みたくないとか言い出すのはどうなんでしょう 

今、検出されてる数字なら毎日飲み続けてもほとんど問

題ないし、問題が出る数字になるまで数年かかり、そこ

から人体に影響が出るまでさらに数十年かかるんですよ 

その時、あなたは何歳ですか？そこまで生きてるんです

か？と言いたい 

今、原発作業者にはヨウ素剤が配られていますが、対

象は 40歳未満なんです。 

数に限りがある事もありますが、影響が出るまで数十

年かかるということで 

若者には影響を最小限に抑えよう、申し訳ないが 40

歳以上の人は若者のために我慢してくれとなります。 

もちろん、40歳の私は喜んで了承しました。 

今、この震災を乗り切るために、優先順位で行動する

事が今は必要に感じます。 

水であれば乳幼児から、ガソリン・保存の効く食料・

日常品等生活に必要な物であれば被災地から今まで普通

に生活が出来ていたものを不便にするのは辛い事と思い

ますが 

同じ日本人として被災地の為、将来の日本を担う子供

の為に、我慢できる事は我慢して一日も早く、以前の日

本に戻れるよう頑張りましょう 

 

以上、乱文になりましたが、読んで下さった方ありが

とうございます。 

反論・意見等ありましたらコメお願いします。 

 

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）から

の転載です。全て南相馬市関係の方（滞在の方・避難された方

等）です。内容は個人の意見であり公のものではありません内容は個人の意見であり公のものではありません内容は個人の意見であり公のものではありません内容は個人の意見であり公のものではありません、

同じ市民同士の生の意見としてお読み頂ければ幸いです。 

記事が溜まったらの発行なので不定期発行不定期発行不定期発行不定期発行です。 

新潟県長岡市 NPO 法人ながおか生活情報交流ねっと 

soiga01@gmail.com 

山古志村のマリ（長期避難生活経験犬）の応援で発行です 
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♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

東北の関西人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。 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10841705352.html ほか 

    

１、地方に散った友人たち１、地方に散った友人たち１、地方に散った友人たち１、地方に散った友人たち    

私は今大阪にいます 

夫の両親は仙台へ 

弟夫婦は名古屋へ 

友人は熊本の実家へ 

知人は群馬へ 

神戸… 

会津… 

草津… 

あと、避難所で暮らしている人たちも大勢います 

みんなバラバラになってしまいました 

またまとまって 

南相馬市に住めるんでしょうか 

現地でバイトを始めたり 

本格的に職を探したり 

家を借りたりと 

もう帰らない帰れないと思っている人も多いです 

私たち夫婦はできれば帰りたいと思っていますが 

避難地域解除がなければ 

相馬の方に住居移転も考えています 

なんにしろ情報がない 

帰っても仕事がない 

入ってくるあてのお金もない 

ないない尽くしで 

深いため息だけが出るばかりです 

２、これから２、これから２、これから２、これから    

具体的な今後の生活について 

夫婦でいろいろ話し合っています 

被曝の被害が収まらないようなら 

近くの相馬辺りに移転して 

また親・弟と仕事を続けるか 

収まりそうなら家へ帰るか 

どれもこれも第一原発次第なのですが 

収入がいっさい無くなってしまい 

今後の生活が不安です 

家を売るといっても 

もうあんな場所の土地を買ってくれる人もいないだろ

うし 

仕事を含め財産がほどんど奪われてしまったと言って

も過言じゃないかもしれません 

聞き齧りのことで正確にはわからないのですが 

チェルノブイリにしてもスリーマイルにしても 

爆発はすぐに収まったらしく 

（その間、多くの犠牲を出してでの結果ですが） 

それに比べて今度の原発事故は 

放射能を延々と垂れ流し続ける 

たちの悪い災害に発展しそうとのこと 

 

放射能汚染を心配して 

子どものいる家族は町からいなくなることでしょう 

そしてあきらめた高齢者だけの町になる… 

考えても暗くなるばかりです 

でも、なんとかなるんじゃないかなって 

前向きな自分がいることも確かです 

最低最悪を想定しておいたら 

ちょっとでもいいことがあると 

すごーく喜べるんじゃないだろうかと 

今回みたいな想定をはるかに超えた状況でも 

毎日何度も笑うことができるのだから 

 

たぶん、いつか、どこかで 

私の今後が見えてくるはずです 

３、庭のバラ３、庭のバラ３、庭のバラ３、庭のバラ    

    

去年、庭で咲いたバラ、ピエール・ド・ロンサール 

 

大好きな花 



平成 23 年 3 月 27 日 日曜日 

 3 

出る前に追肥をしてやったけど 

そのあと手入れしていない… 

虫とかついていないかなあ 

枯れちゃったりしていないかなあ 

 
見頃は５月末から6月くらい 

それまでに帰って 

庭でお茶を飲みながら眺めたい 

 

南相馬市の人たち 

帰ってきたらみんな招待するよ 

コメントつけてね 

絶対招待するからね 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

兄弟仲良く幸せ満喫♪兄弟仲良く幸せ満喫♪兄弟仲良く幸せ満喫♪兄弟仲良く幸せ満喫♪    

第一子と猫、時  々結婚＆コラム 

大地震に臆する事無く、3月17日無事に第二子が産まれました

(≧ε≦) 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37243200.html 

2011/3/26(土) 午後 1:08 

 

あの大震災から２週間が過ぎました。 

未だ余震に脅える毎日です。皆様のお住まいはどうで

すか？ 

我が家は相方と柊斗、赤ちゃん（二男）は相方の実家

に寝泊まりしていて、オイラは訳あって実家から来てい

るウチの母親と、母親が飼っていたネコ×２匹で我が家

にいます。 

（理由は後日ね） 

毎日、相方からメールが届くんですが、今回はその写

真の一枚柊斗と赤ちゃんは仲良くお昼寝をしている模様 

柊斗は必ず相方の添い寝か車でしか昼寝が出来なかっ

たのに(◎o◎) 

変われば変わるものですね 

オイラもこの子達の安らげる場所を作るためにも頑張

らなくては 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

私にできること私にできること私にできること私にできること    

にふぇーでーびる 

趣味や日々の出来事を自由気ままに書いちゃうブログです

(=^・・^=) 駄弁ります＾  ^

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10841073369.html 

2011年03月 25日(金) 18時08分 03秒 

 

皆さん、こんにちは。 

キャナです。 

先ほど、温泉に行ってきました。 

こんな贅沢いいのかな・・・といつも思ってしまいま

す・・・。 

何度も書いているように思いますが、新潟の方は本当

に優しく親切です。 

私が避難している南部体育館にはシャワー室があるの

ですが、そこで十分なのに温泉に毎日（希望者を）バス

でつれていてくれます。 

それにお弁当には『一緒にがんばりましょう、応援し

ています』というメッセージがフタに貼ってあり、中身

も豪華です。 

私がどれだけ恵まれているのか、それを考えるととて

も申し訳なくなってしまいます。 

聞いた話ですが、避難中の女性が髪をきりに美容室へ

行ったら 

「大変だったでしょう。気持ちはよくわかります。私

たちにできることがあればいってください。いつでも力

になりますよ」 

といって半額にしてくれたそうです。 

新潟の方々は自分たちにできることを自分なりにやっ

てくださっている。 

女性はそういっていました。 

私もそう思いました。 

新潟も地震の被害にあって、その経験から私たちに必

要なものやこうなったらいいな、というものを考えて作

ったり与えたりしてくれます。 
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本当に有り難いです。 

 

今の私にできることはボランティア活動や情報を発信

して伝えていくこと、募金をすることだと思います。 

小さなことかもしれないけど、何かの役には立つはず

です。 

募金は金額ではなく、気持ちです。 

みんなでやれば、とても大きなことになります。 

私が言うのもちょっとおかしい気がしますが、 

避難者の皆さんもただ悲しむだけではなく、立ち上が

りましょう！！ 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

相双ゆたどさ相双ゆたどさ相双ゆたどさ相双ゆたどさ    

相双ゆたどさ 

ゆったりが、どっさり。 ～ふくしま相双～ 

    

１、南相馬市に残る皆様へ１、南相馬市に残る皆様へ１、南相馬市に残る皆様へ１、南相馬市に残る皆様へ    

［ (2011.03.24 10:51) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2582.html 

 

こんにちは!!CrosSです。 

南相馬市で利用できる医療・金融機関等についての情

報をまとめました。 

●原町中央産婦人科医院は 22 日（火）から診療を開

始しました。 

  ・所在地  原町区橋本町一丁目（原二小 北） 

  ・電 話  0244-24-3355 

  ・診療時間 9：00～12：00 

        14：00～16：00  

   ※院長は産婦人科が専門ですが、内科をはじめ

多くの診療科を診察します。 

●市立総合病院では、薬を処方しています。 

  ・受付時間 10：00～12：00 

        13：00～15：00 

  ・持参物 必要な薬（現物） 

  お薬手帳や処方説明書など必要な薬が分かるもの 

   ※病院へ行く前に必ず電話（0244-22-3181）を

して病院の指示を受けてください。 

●亘理内科小児科医院 

 原町区東町3-30、電話 0244-23-2365 

 23日（17時 30分まで）及び 24日（17時 30分ま

で）診療を行います。 

●現金自動受払機（ＡＴＭ）について 

 3月 23日、正午から次のＡＴＭが稼動いたします。 

 (1) あぶくま信用金庫 本店 

 (2) あぶくま信用金庫 フレスコキクチ北原店 

 (3) あぶくま信用金庫 南相馬市役所店 

 また、相双信用組合鹿島支店は 9 時から 17 時まで

ＡＴＭのみ稼動しています。 

以上、南相馬市役所ホームページより。URL：

http://www.city.minamisoma.lg.jp/shinsaikanren.jsp 

（携帯電話からは 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/shinsai-k.jsp） 

また、サンライフでは救援物資等の提供も行われてい

る様です。 

----------------------------------- 

千葉県成田市の受け入れ情報 

福島県からの避難者受け入れについて 

3月 18日から、避難者の受け入れを開始いたしました。 

【重要】必ず、事前に成田市災害対策本部避難者受付

窓口に連絡を入れてからお越しください。 

受け入れ期間  3月18日(金)から 

一次避難所   サウンドハウス・スポーツセンター 

受け入れ人員  400名程度 

受け入れ状況  男性 12 名、女性 8 名、計 20 名(3

月23日午後6時現在) 

設備状況     シャワー及び給湯設備有 

その他      毛布、菓子パン及び飲料を提供して

おります。(菓子パン等はなくなり次第終了となります) 

問い合わせ先  成田市災害対策本部避難者受付窓口 

電話:0476-20-1882・1883 

 

２、南相馬市に残る皆様へ②２、南相馬市に残る皆様へ②２、南相馬市に残る皆様へ②２、南相馬市に残る皆様へ②    

［ (2011.03.25 06:28) 

こんばんは!!CrosSです。 

枝野幸男官房長官は 25 日午前の記者会見で福島第 1

原子力発電所から半径 20～30 キロ圏内の屋内退避対象

地域について自主的な避難を呼び掛けております。 

ただこの自主的な避難は原子力発電所の危険度が増し

た為ではございません。 

商業・物流に停滞が生じていて、屋内退避している人

の生活を長期にわたり維持するのは困難な状況にある為、

孤立しないようにする為の対応です。 

しかしながら枝野幸男官房長官は「放射線量が増大し、

避難指示を出す可能性も否定できない」とも述べている

事から、逃げればいいのか、居てもいいのかハッキリし

て下さい!!!と、CrosSは政府に言いたいです。 

生まれ育った故郷を離れる事は苦痛以外他ならない。 

政府には迅速かつ適切な対応をして頂くことを切に願

います。 

 

編集者より：各地のブログ提供者に感謝申し上げます。 


