平成 23 年 3 月 28 日 月曜日
況も知らないのに、能書きを言っている国と東電上層部
には腹が立ちます。
一度現場に入れば、満足な食事など取れず、当然風呂
もなし、トイレは断水したままなんで水が流せないため
アンモニア臭が蔓延、精神的にも肉体的にも極限の状態
で作業してるのに一度でいいから、東電上層部や国のお
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
偉いさん達も原発に来て見ろと言いたい
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
現場で何が起こっているのか見てもいない東電上層部、
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
東電から情報が入らないと言い訳をする国
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。
情報が欲しいなら自分で見に来い！百聞は一見にしか
記事が溜まったらの発行なので不定期発行
不定期発行です。
不定期発行
ずって言葉を知らないのか！と
新潟県長岡市 NPO 法人ながおか生活情報交流ねっと
ほんと、大声で言ってやりたい
soiga01@gmail.com
現場で頑張っている、戦っている人達の現実を見てか
山古志村のマリの応援で発行です
ら能書きを言って欲しい
本当に戦場なんです。余震の恐怖、放射線の恐怖、い
臨戦準備完了
つ帰れるかもわからない恐怖
えび父さんの日記 2011/03/26 21:45
その中で戦っている人達の事を、東電上層部も国も考
えて欲しい
http://ebi.tou3.com/Entry/30/
正直、自分だって再度行くのは怖いです。
自分のブログを見て下さってる方ありがとうございま
目の当たりに見てきただけに、最初と違う恐怖があり
す。
ます。
また、
コメントにて応援・心配をして下さってる方々、
今度言ったら被爆量が限界になるまで帰れないだろう
本当にありがとうございます。
し、先が見えない中での作業は本当に苦痛です。
皆様のおかげで、勇気と力が沸いてきております。
でも、やらなければならないから行くんです。
本日、嫁と子供を嫁の実家に非難させました。
再度原発に行くに当たって、いつ避難勧告が出るかも
大切な家族と、自分の故郷を守る為に行くんです。
わからない地域に置いていけませんからね
離れるのは寂しく、心配もありますが、原発に行かな
東電上層部も、国も、そういう覚悟を持って原発問題
ければならない現状を考えると他に選択肢が無かったで
に対処して欲しい
す。
安易に避難命令を出し、安易に出荷制限を出し、安易
これで南相馬市に残ったのは自分だけになってしまい
に取水制限を出す・・・
ました。
本気で日本を救おうと思ってないんでしょうね
親類も友人も誰一人居なくなってしまったので、召集
もう、国に何とかしてもらおうなんて気持ちは持って
かかるまで孤独との戦いです。
いけないのかもしれませんね。
食料の備蓄はすでに非難した親戚・友人等から頂いた
そういえば、南相馬市の北にある相馬市の市長は、国
物があるので 2～3 週間は飢えに悩まされる事はなさそ
が出て行けと言わない限り篭城すると宣言しました。
うなのが救いですかね
興味のある方は読んでみて下さい。
もっとも、その前に再召集されるので１ヶ月以上は持
ちそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110326-00000117san-soci
大きな感銘を受けると共に、南相馬市も負けてらん
原発の状況も、相変わらずグダグダみたいだし
ね！必ず復興させてやる！と改めて気合を入れ来週来る
おとかずまさんに教えてもらって知ったのですが、３
であろう、召集命令を待ちます。
人が被爆した事故で東電は事前に高線量エリアであった
事を知っていたとか違うとかもう、何でもあり状態にな
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ってますね
最前線での混乱振りは変わってないんだなと・・・
3/26 のおれ
東電職員も協力会社職員も不眠不休で戦っているんで
|壁|дﾟ)･･･
当たり前と言えばそれまでなんですがそういう現場の状
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豚汁美味かったぁ～
車両の整備を中心に書いています。
これまでサンライフで支給していたものを、各小学校に
て配るようになったようだ
http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/237/
残っている人の安否確認も兼ねているんだが、午後 3 時
2011 年 03 月 26 日
段階であまりチェックマークが付いていないのが気がか
どう見てもガソリン泥棒です、本当にありがとうござい
り
ます
放たれた飼い犬たちが、銀狼化していた
集団で移動したりしてる 中には体が濡れて弱っている
犬もいるようだった
何とかならんものか･･･
TDM850、ジェベル 125 の記事。ツーリングの経過やレポート、

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

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。

▲ おまわりさ～ん

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10843111013.html ほか

かっ勘違いしないでよね！ 自分のバイクから移したん
だかね//////
ジェベルさんもガス欠寸前で苦労する
ついにリザーブに入ってしまったので TDM から少し譲
ってもらった
TDMは保険のロードサービスで10リットル無料だから
ね、次乗る時ガス欠っても大丈夫
ガソリン入れようとガソスタ行列に並んでみたが、1 時
間経っても一歩も動いてなくてﾜﾗﾀ
それでも入れられる箇所が少しずつ増えているようだ
今日だけで推定1000台ぐらいは入れられたんだろうし、
明日はおいらに譲れ（ﾟДﾟ）ｳﾎﾞｧｰ

１、「宮城県亘理郡在住『K
１、「宮城県亘理郡在住『K』の手記」を読んで
2011-03-27
相双ゆたどさからたどり着いた
『宮城県亘理郡在住『K』の手記』
読んでショックを受けました
でも現実なのだと思いました
この地獄のような現実が
東北にあるのです
がんばらなければ
がんばらなければ
出来る者は出来る事を出来るだけやらねばならない
そう心に誓いました
この気持ちを絶対忘れてはいけないと思いました
注：ネタの可能性もあるのでここからの拡散はしない
で下さい。

▲ 飲み物の支援物資が欲しい今日この頃 コーヒー淹
れて飲んでるけど

２、そして…
2011-03-27

☆3/26 の支援物資☆
米 5kg 上記パン×4 コッペパン1 ツナ缶 1 カップ
麺×2 +炊出し部隊の豚汁一杯

これから先は
平和が戻るまで
絶対に泣かないと決めました
2
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バスの外にでるように言われました。
今度はバスの中を調べるということでそこまでするの
３、手記
か、と私達は不満を漏らしました。
2011-03-27
バスからでるとき、足の不自由なおじいさんがちょっ
と転んでしまったのですが一番近くにいた検査員は助け
いろんな手記がネットで出回っている
の手ものばさず、結局我々がおじいさんを助けました。
一応助けようとしたのか手を伸ばしはしたものの、躊
ひとつ、ひとつ、丁寧に読んでいる
躇い止めるのがみえました。
南相馬市民は内心ぶちギレ。
いろんな考えの人
それからバスは何十分と隅から隅からまで検査されま
した。
いろんな境遇の人
それから検査員が一言。
「検査確認紙がなければ新潟には入ることが禁止にな
りますので気をつけてください」
被曝者扱いですね。
検査するぐらいなら完全に許せるレベルですが、ご老
人を助けないってどうなんでしょう??
検査員はみるからに 20～30 ぐらいの若い人です。(完
全に覆われたマスクで顔は見えませんでしたが)
被曝者扱いにも傷つきました。

一人一人の人生を見るような気持ちで
これからも…
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

ちょっとしたことですが・・・
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-10841762438.html
2011 年 03 月 26 日(土) 11 時 49 分 16 秒

あと警察とかは被曝しないようにマスクやら専用のも
のを着ています。
一般市民に配布されないのは何故でしょう？
おかしいとおもいます。
私達はとにかく被曝もしてないし、
南相馬は安全です。
私の祖父は毎日２時間ほど外に出て散歩をしています
が検査したところ、0.5 マイクロシーベルト以下でした。

こんにちは、キャナです。
これは新潟に避難したときのものです。
周りの方々と話し合っておかしいということでこのブ
ログにのせることを決めました。
3 月 19 日。
私が新潟のバスに乗り２・３時間。
松川で休憩をすることになりました。
しかし松川ではスクリーニング検査(放射線)をしてい
ました。
南相馬でも一度検査した者でもするようにと言われ、
私にとっては２度目の検査をしました。
それから異常無しという、紙をもらったわけですが、
その紙は自分で記入する場所がいくつかあるんです。
当然、住所の書く欄もありました。
まぁ、ここまではまだ普通ですよね。
しかしその記入欄には最初から『南相馬市』と書いて
ありました。
なんとなくですが、私達南相馬市民はそれに傷つきま
した。

つまり、南相馬には害はないということです。
私達は地震＋津波＋原発と言う、最悪なものが 3 つも
重なっている中で暮らしてるんです。
一番の被害者は避難される側ではなく、する側なんで
すよ。
被害妄想という方もいるかもしれませんがこれは差別
です。
うわさによると、政治家はまぁ・・・お金持ちですの
で、外国に別荘をかってそこに逃げ込んでいる・・・と
か。
差別もいい加減にしてもらいたいです。
それほどまで私たちは不満を抱えています。
政治家が福島に来て物資を送るべき。
いつまでも安全なところにいるなんて間違ってます。
国民はまだ残ってます。
放射能が高くて家に残ってる福島市の人たちだってい

記入も終わり、バスに入って一息ついた私達にまた、
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ます。
南相馬市から、539 名の避難者が、3 月 19 日夕刻、長
被災地に物質をお願いします。
岡市に到着しました。
第一陣 268 名は北部体育館に、第二陣 271 名は南部体
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
育館に、とりあえず落ち着いていただきました。
さっそく、
温かいみそ汁とおにぎりを提供したところ、
「相双地区」情報まとめ
避難者に、大変喜ばれました。
相双ゆたどさ
長岡市は被災経験を生かし、床にスタイロフォームの
ゆったりが、どっさり。 ～ふくしま相双～
敷設、授乳室、無線 LAN の設置、離乳食や風呂サービ
スの提供等、できるだけ避難者のご不便を可能な限り軽
http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2582.html
減するように努めています。
(2011.03.26 12:17)
こんにちは!!CrosS です。
相双の各市町村
（避難区域を除く）
の情報まとめです。
【南相馬市】
●生活物資は駅から三分「まちなかひろば」で
連日 10 時から商品が無くなるまで販売中。
「ニューさいとう」も同様です。
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。

ほとんどの方は、条件さえ整えばできるだけ早期に帰
りたいと考えていらっしゃいます。
長岡市は、当面、こうした被災者のお気持ちに沿った
対応をする方針で、公営住宅への入居等による自立した
生活の支援は次の段階で考えることとしています。
なお、避難者の中には 97 歳のお年寄りをはじめケア
が必要な方もいらしゃいましたので、保健師のヒヤリン
グを実施したうえで、19 日には、市内のロングライフセ
ンターに設置した福祉避難所に移っていただきました。

●南相馬市防災メールへの登録をお勧めいたします。
http://www.city.minamisoma.lg.jp/bousaianzen/kink
yu.jsp
●医療、ATM 等についての最新情報はこちらから。
・南相馬市役所ホームページ
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）

編集者より：各地のブログ提供者の方々には一生懸命情報発
信いただいております、改めて感謝申し上げます。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
以下、森市長のブログはちょっと古いですが掲載許可が下りま
したので掲載いたします。

南相馬市から 539 名の避難者が長岡市に到着
森民夫の「ほっと一息」

―長岡市長としての公務の合間に

「ほっと一息」感じたことをお伝えします―
http://tamionet.com/blog/2011/03/2011-03-20-minami-som
a.php#more (2011 年 3 月 20 日 17:46)
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