平成 23 年 3 月 29 日 火曜日
近づけたらどうなるかわかって頂けると思います。
消防隊員、自衛隊員は、他の作業員のために、まさに
命を賭けて放水作業を行ってくれています。
その甲斐あって、現場への立ち入りも可能になり、電
源も順次復旧していると言えると思います。
南相馬市役所情報掲載始めました（公認）
また、
海水の注入は確かに最善の方法ではありません。
東電も海水の注入は避けたかったはずです、海水を注
入すると設備の腐食等の影響が出て本来動くはずだった
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
物が動かなくなる可能性も高くなりますから本来は避け
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
るべきです。
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
でも、今の現状で大量の真水を用意できるかって事に
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。
なります。
記事が溜まったらの発行なので不定期発行
不定期発行です。
不定期発行
早急に大量の真水を入れないと事態の悪化に繋がる以
新潟県長岡市 NPO 法人ながおか生活情報交流ねっと
上、すぐ目の前にある海水を使わざるを得ない一昨日く
soiga01@gmail.com
らいから船にて大量の真水が運ばれ、真水での放水、注
山古志村のマリの応援で発行です
入を開始したようなので燃料棒の冷却作業は少しづつで
はありますが、改善の方向に向かっていると言えると思
えびまるさんへの返コメを兼ねて
います。
えび父さんの日記 2011/03/27 12:39
電源関係の復旧作業も、困難は多々ありますが確実に
進んでいます。
http://ebi.tou3.com/Entry/31/
まだまだ予断を許す事は出来ませんが、最悪の事態だ
前記事へのえびまるさんへの返コメとして、放水、原
けは避けられそうな状況だと思います。
発周辺の状況について書きます。
まず、放水車による放水はまったく意味の無い物では
えびまるさんがご覧になった放送で話をしていた人は
ありません。
何を根拠にお話したのかわかりませんが私から言わせて
もし放水を止めてしまうと、燃料棒（放射性物質の塊
もらえば
と思ってください）が水中から露出し今よりも高濃度の
「お前みたいな奴がいるから国民は混乱するんだ！」
放射能を撒き散らし、結果放射線量も増大してしまいま
「現場の状況もわからない奴が勝手な事言ってるんじゃ
す。
ねえ！」
今の燃料棒は停止して時間が経ってない事により、か
「電源復旧しろと言うなら、お前が現場に来て自分でや
なりの高熱になっております。
ってみろ！」
通常であれば真水が常時循環し冷却しているのですが、
「現場で命を賭けて戦ってる奴らの行動を素直に受け止
ポンプ等の運転が出来ない状態になっており残っている
めろ！」
水が蒸発してしまっているのが、原発周辺どころか関東
思いっきり大きな声で言ってやりたいです。
圏にまで放射能が飛散しているんです。
こう書くとじゃあ、水入れたらダメじゃないかと思わ
真実の隠蔽、政府の無策、東電上層部の危機感の無さ、
れる方もいらっしゃると思いますが燃料棒が高熱のまま
何が真実かも確認もしないで垂れ流しするマスコミ理想
露出すると、事故初期に言われていたメルトダウン（炉
論、能書きばかりをだらだらしゃべる無能な解説者・・・
心溶解）の恐れが現実の物になってしまいます。
必要なのは、安全か危険か、それだけで良い様な気がす
メルトダウンを引き起こしたら、はっきりとは言えま
るんですけどね
せんが原発周辺は死の土地となり数十年、数百年と言う
今のままでは、国民の不安が蓄積するばかりで、良くな
長い時間、誰も立ち入れなくなってしまいます。
るどころか悪い方向に悪循環するような気がします
そうなってしまうと、復旧作業どころか放射能の封じ込
私が言っても信憑性皆無ですが、原発はすぐにはどうと
めも出来ず
かなる物ではありません
今よりも広範囲に放射能汚染が広がる事になります。
最悪の事態は脱したといって良いと思います。
じゃあ、早く電源を復旧しろという事になりますが、燃
だから、みなんさんは不安にならず安心して生活を続け
料棒が露出した状態では安易に近づく事が出来ません。
て下さい。
いつメルトダウンを起こすかわからない所に、作業員を
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新聞取りに市役所に行ったが、昼近くてもう無かった
あと、原発周辺の状況ですが
すぐやる課に置いてあるんだが、めちゃくちゃ急がしそ
双葉町から広野町にかけては、放射能で汚染されてます
うで声掛けにくかったのもある
ので安易に立ち入ることが出来ません。
(罹災証明書とかの発行窓口でもあるため)
原発が収束した後、周辺地域の除染作業に入り安全が確
その後ジェベに乗り換えて街をぶらぶら
認されないと戻れない状況だと思います。
・肉のカワサキ 開いてた 高そうな牛肉のほかにひき
そこまでの時間は、正直まったく読めません・・・・・
肉いっぱい ハンバーグ 2 つゲット
残念ですが年内は無理だと思います。
・嵐酒店「平等に」を強調しつつ、酒類販売中 ビール
また、原発から２０キロ圏内は無法地帯と化し、空き巣
大瓶 1 本を売ってもらった
被害がかなり出ているそうです。
・西町セブン おにぎり 100 円セール どんだけ大盤振
津波被害に遭った海岸沿いも手付かずのままで、道路も
る舞いなんだ！ｗ バナナ減少
陥没したまま放置してあるようです。
・福祉会館食料配布 おにぎり、野菜、パン、マスクを
いつか戻れる日が来るとは思いますが、今の現状を考え
頂いてきた
ると先行きは暗いと言うしかありません・・・
・本陣前セブン 今日再開、ちょうど開いたばっかりだ
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ったみたいで、酒、食べ物割りに豊富 ビールとカレー
ルゥゲット
屋内退避？ヽ(
屋内退避？ヽ( ・∀・)
・∀・)ﾉ ●ｳﾝｺｰ
・いつものバイク屋 特に変化無し(荒らされてないみた
|壁|дﾟ)･･･
いです！)
TDM850、ジェベル 125 の記事。ツーリングの経過やレポート、
・雫エネオス 完売御礼 つうか、この場所から津波痕
車両の整備を中心に書いています。 2011 年 03 月 28 日
が見えるのね orz
http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/238/#more

以前より明らかに海が見渡せるようになっていたし、海
が丸く巻き込んでいるのに激しい違和感
海岸付近が沈降しているというのも頷ける、いまだ排水
ができないようである
政府見解では
この区域においては自主避難を希望する方が増加すると
ともに、商業、物流等に停滞が生じ、社会生活の維持継
続が困難となりつつあります。 (官房長官記者発表)

2011 年 03 月 28 日

新聞無かった

実態に合ってないんよね
商業活動は既存ルートの復活や独自ルートの開拓(ニュ
ーさいとうの野菜取扱)とか、
在庫の放出等で何とか持ってる
ガソリンはそこそこ入るようになってきた
市で頑張っているおかげか、食べ物等はカロリーベース
では十分(炭水化物多いので偏るけど orz）
中途半端な措置で市民生活を混乱させられるのに反抗し
て、
市は市として「ここに南相馬市あり」ぐらいの気持ちで
行政再開してもいいんじゃないかねぇ
なんつってね
今日はバイク乗れて気分のいい一日
また走れる日がくるのだろうか

▲ 新聞をもらいにいったら既に売り切れであったでござる

今日はガソリン供給してくれるスタンドが原町 5 軒鹿島
2 軒と、急に増えた(昨日 3 軒)
あわよくば、と思ってクルマで 9 時前に並んだら 186 番
目、9 時半には給油完了
400台まで、
ということでTDMで再度並び直したら240
番目晴れて TDM も満タンになりましたとさ ネヽ
( ´ー｀)ﾉ兄
久しぶりの加速感と安定感に一人咽び喜んだとかないと
か

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

決定事項（現段階での）
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おります。がんばってください」
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
②「がんばれ、東北！がんばって、南相馬！」心より
ように。
応援しております。がんばってください。
http://ameblo.jp/morimarion/entry-10844146320.html
これを見ただけで元気が出ます。
東北の関西人

2011-03-28

何度も何度も書いていますが（多分、これからも書き
ますが）新潟の方々は優しい・・・・というか、親切す
ぎて感動します。
人情深い・・・というものでしょうか？？
昨日は、民謡を演奏してくださり、田中 眞紀子さん
が来て、応援してくださいました。
今日は音楽部さんが楽器を演奏してくださいました＾
＾うれしい限りです。
感謝が絶えません。
しかし。
そこで問題が発生します（私的に）
。

話し合いの結果
一度戻る事になった
戻って必要なものを
家に送るのだ
そう
南相馬市に長く帰れないことを想定して
仮の引っ越しをすることになったのだ
状況が悪化するばかりで
最悪もしかしたらわが町も
立ち入り禁止区域になる事もありえる
その前に

南相馬の方（とくに年配の女性）がわがまま・・・と
いいますか・・・主張が強すぎるんです。
新聞や南相馬ブログ新聞のときもそうでしたが、まわ
すか戻してくださいといっているのにカバンの中にしま
ってもう一回印刷しなおす、ということもあったり新潟
のご近所の方からいただいたお菓子をガバッと持ってい
って全員にまわらない・・・・・・。
新聞は見てもいないのに、かばんにしまう・・・。
それ以外の方々はしっかりしているのに、これだけで
も南相馬の印象ダウンですよね。

住む場所は決めていない
ダンナは仙台の義父とも会って相談するらしい
私は家の荷物詰め
できたら数日留まって
町を見て出来る事があれば手伝って
そして出る事になるだろう
これは最悪のケースを見越しての行動で
もしかしたら帰る事が出来るかもしれない
でももしかしたら…

避難させてもらって、何でもしてくださっている新潟
のボランティアの方々に失礼だと思うんです。
北部体育館ではグループごとに班長を決めているとか。
そうゆうふうにすると、まとまりができて会話も増え
て、ストレスもなくなっていくと思います。

親には迷惑を掛けどうしだけど荷物は実家に送ります
こういう時なんです
許して下さい…

・・・個人的な意見にすぎませんので気にしないでい
ただきたいのですが(^_^;)

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

心の広さ
それから、トイレに行って手を洗ったときにおいてあ
るティッシュをガッツリとって手を拭いて終わり・・・
というのもいただけません。
意外と消費化?？
まぁ、やってもらって当然と思わないでいただきたい
んです。
やってもらったら恩返しをしなければ!！
無理ならできないなりに、迷惑をかけないようにここ
ろがけるとか、そういうのも『ボランティア』だと思い
ます。

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-10842802699.html

2011 年 03 月 27 日(日) 13 時 49 分 45 秒
こんにちは、キャナです。
お弁当のフタに貼ってあったメッセージを書きます。
①「皆様に少しでも笑顔が出ます様に心より応援して
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なお、１歳未満の乳児に係る飲料水が確保できない場
本当に些細なことだけど、見てる人は見てますよ。
合は、原町保健センターでペットボトル水をお配りして
おりますので、お越しください。
（時間は午前８時から午
ボランティアをしてくださる方にも、
後５時まで）
「ボランティアをしててよかった」
詳しくは、南相馬市水道課（0244-24-5271）までお問
と思っていただくようにすることも私たち、被災者の
合せください。
義務ではないのでしょうか?？
新潟の方々にはお世話になっています。
そして、全国の皆さん、そして全世界にもお世話にな
っています。

避難所 New!(3/28)

私たちにもできることをしてこの生活を苦にさせない。
物のひとつひとつに感謝。
避難生活に必要なのは物の豊かさもあるけど、心の豊
かさも必要だと思います。
避難生活をしている皆さん。
あともう少しです。
一緒にがんばっていきましょう!！

市外の避難所（3
市外の避難所（3 月 23 日現在）
避難所 人数
伊達市梁川体育館 約 350 人
宮城県丸森町旧筆甫中学校 約 180 人
相馬市旧相馬女子校 約 350 人
群馬県東吾妻町コニファーいわびつ
群馬県東吾妻町天狗の湯
群馬県東吾妻町榛名吾妻荘
群馬県東吾妻町岩櫃ふれあいの郷
上記４ヶ所計
約 400 人
新潟県三条市総合福祉センター
新潟県三条市勤労青少年ホーム
新潟県三条市スポーツ施設体育文化センター
上記 3 ヶ所計
約 500 人
新潟県燕市体育センター
新潟県燕市弥彦総合事務組合防災センター
上記 2 ヶ所計 約 80 人
新潟県小千谷市農家民宿 約 200 人
長野県飯田市公営住宅 約 100 人
群馬県片品村民宿
約 1,000 人
新潟県妙高市妙高高原メッセ
約 120 人
新潟県糸魚川市青海生涯学習センター
約 130 人
新潟県上越市ユートピアくびき希望館
約 200 人
新潟県見附市今町地区体育館
約 140 人
新潟県長岡市北部体育館
新潟県長岡市南部体育館
上記 2 ヶ所計 約 500 人
茨城県取手市老人福祉センター 約 120 人
新潟県聖籠町町民会館 約 300 人
群馬県草津市グランドホテル
約 70 人

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

相双避難指示圏 住民の残留
相双ゆたどさ

市内で開設されている避難所（3
市内で開設されている避難所（3 月 28 日現在）
場所
避難者数
原町区
原町第一小学校 94
鹿島区
鹿島中学校
72

ゆったりが、どっさり。 ～ふくしま相双～

(2011.03.28 11:33)
http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2591.html
こんにちは!!CrosS です。
現在、相双地域の避難指示圏内で住民の残留が確認さ
れています。
屋内での避難指示以外の方は、圏外まで避難して下さ
い!!お願いします。
故郷を大切に想う気持ちは皆一緒です。
ですが、皆様の健康が一番大切です。
お願いします…避難指示圏外まで避難して下さい。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

南相馬市ホームページより
南相馬市役所より許可を得て掲載です。

南相馬市水道課からお知らせします New！
New！（3/28）
３月２２日、原町区の水道水から放射性ヨウ素が検
出されましたが、２７日の時点では、水道水中の放射性
ヨウ素は「乳児の摂取指標値１００ベクレル／kg を下回
る５８．２ベクレル／kg であり、１歳未満の乳児が飲用
することに問題のない水質になっています。
ただ、この状態が安定するまで当分の間、念のため
１歳未満の乳児の飲用を控えるようにして下さい。
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