平成 23 年 3 月 30 日

水曜日

20ｋｍから 30ｋｍ圏内の市民（原町区と鹿島区の

南相馬ブログ新聞
一部）は屋内退避の指示が出されました。
（鹿島区
の 30ｋｍ圏外も事実上同じ扱いです）
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

南相馬市を離れて避難されている市民の皆さんも、

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、同じ市民同士の生の意見としてお読み頂ければ幸いで

自宅に残っている市民の皆さんもそれぞれ大変な

す。ブログ記事次第なので不定期発行
不定期発行です。
不定期発行
編集・発行 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

苦痛を強いられる結果になりました。

山古志村のマリの応援で発行です

配布先避難所：新潟県長岡市内、長野県飯田市内（予定）

私は、南相馬市長として、東京電力、国、県に対し

南相馬市役所情報（ホームページより 許可済）

南相馬市民の命と暮らしを守ることを全責任で行

市長からのメッセージ(3/29)
市長からのメッセージ(3/29)

ってもらうために全力で取り組んでまいります。

これは PDF で公開されたものをテキストに落としたものです。

マスコミ等を通じてこの窮状を全国に訴え伝え、国
南相馬市民の皆さんへ

に方針の転換と生活再建に向けた対策をさせるべ

3 月 11 日に起こった大地震と大津波によって、南

く奮闘しています。

相馬市は海岸沿いに暮らしている市民をはじめと

皆さんの苦痛なときが一刻も早く解消できるよう

して多くの市民が犠牲になりました。

頑張ってまいりますので、今しばらくのご辛抱をお

約 1800 世帯が破壊され、今日現在、301 人が亡

願いいたします。

くなり、1180 人ほどが行方不明のままです。家族

市民の皆さんのご健康を祈っています。

を亡くしても捜索もままならない不幸な状況が続

追伸

いています。

今後とも市内の情報を発信して参ります。よろしく

その直接の原因は、地震、津波でありますが、それ

お願いいたします。
平成 23 年 3 月 29 日（火）

に追い打ちをかけたのが福島第一原子力発電所の
南相馬市長 桜井勝延

事故と風評被害であり、そのために市民はチリジリ
バラバラになってしまいました。
事故後、国からは、原発から 20ｋｍ圏外への退避
指示（小高区と原町区の太田、大甕地区の一部）
、
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召集命令が延期に・・・
召集命令が延期に・・・えび父さんの日記 2011/03/28 20:29
http://ebi.tou3.com/Entry/32/

召集命令が延期になってしまいました。
。
。
高濃度の放射能にて汚染された水が溜まっている影響で
現場の作業が遅滞しているようです。
その為に、本来なら今日明日くらいに現場に戻るはずだ
ったのですが、少し延期になりました。
水を排水しないと自分の出番が無いという感じですかね。
皆さんに応援してもらって気合も満タンだったのに（ガ
ソリンは乏しいですが）
なんか、一気に気が抜けて変な疲れがでてしまった・・・
家族も非難させてしまったし、一人で何をして時間を過
ごせばいいのやら
ただ、待つって、凄く辛い事ですね。
なんか、モチベが凄く下がってしまってるので、今日は
この辺で終わりにします。
原発関連や、放射能、放射線の事で質問等ありましたら
気軽にコメして下さい。

国見山展望所より
カメラしょぼかったなぁ( *- -)
少なくとも金沢の湖水は見えた
松川浦の途切れた砂嘴もまた遠望された
人がいるのに、なかなか先に進めない南相馬
これは一体何なのか
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

自分のわかる範囲でお答えします。
いえ、
させて下さい。

@pure_mamotec のツイート （ツイッター）
http://twitter.com/#!/pure_mamotec

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

南相馬原町・鹿島遠景
今原町に着いた。カイ浜は壊滅的。人気は無く消防団員
が津波でたまった田んぼの水を汲み上げている状況だが
明日や明後日の話では無い。
3 月 27 日

|壁|дﾟ)･･･
http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/239/

原町に着いて約 2 時間。ポケット型線量計で放射線を測
定中。
【原校付近：０．５μＳＶ／ｈ】 因みに先週一週
間の平均が【宮城県南部：４μＳＶ／１２ｈ】でした。
3 月 27 日

2011 年 03 月 29 日

@npo_soiga 南相馬市に行ってきました。商店街はおろ
か、街にあるスーパー、ショッピングセンターは全て閉
まっています。3/26 に“スーパーみよしや”が開いてい
たとの情報はありました。ガソリンスタンドも夕方１５
時には全て閉まってました。
3 月 28 日
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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東北にくればいい。
厳しさと甘さ
そして私達の思いをしればいい。
にふぇーでーびる
これは政府にも言えること。
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
それから『福島県』にも言える事。
(=^・・^=) 駄弁ります＾＾
福島県（福島市など、浜通りよりも被害にあっていな
http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10844983541.html
い地域の一部の人）が南相馬などを否定する。
これってアリでしょうか？？
私には理解できません。
こんにちは＾＾
ラジオ体操で筋肉痛になったキャナです。
それからそれから・・・・。
・・・まさかラジオ体操で足が痛くなるなんで思いま
今、議員たちは総理を否定したりしてますが。
せんでした・・・
（涙）
そんなことをする暇があるなら、被災地に来いや！！
運動不足、ということでしょうね。
市民と同じく、ただの服だけ（特殊なものではないも
それを私に分からせてくれた、ラジオ体操とラジオ体
の）で町を歩いてみろ！！
操を企画した南部体育館のボランティアの方々に感謝！
そんな気持ちです。
さて。
ここ最近、
いろんなブログなどをみてみたりしました。
そして今日はこんな人がいた、という本当にあった話
まぁ、予想はしていたのですが・・・福島の風評被害
を載せたいと思います。
がひどい！！
原発のことがあり、避難しようと逃げるときです。
前に載せましたが、転んだおじいさん(福島にすんでい
あるおばあさんがいました。
て避難するときに)を周りの若い人達が助けなかったり、
そのおばあさんは孫を盾にして歩き、
他県のお店に入ろうとしたら車のナンバー(いわき、とか
孫が早歩きになって、ついていけなかったので
福島、とか)をみて入店するのを断ったり。
ブロック塀に隠れて震えていました。
それに野菜などもそうです。
福島の農産物の販売拒否！！
ちなみにこのおばあさんは 70 歳です。
政府は福島は地震（余震も）＋津波＋原発の被害にあ
そしてお孫さんは 20 以下。学生です。
っているというのに、まだ苦しめるつもりなのでしょう
か。
厳しくいえば、情けない話です。
調べてみれば、野菜は洗うとか、表面を切れば体には
40 歳以上はまだ大丈夫といっているのにもかかわら
問題ないとか。(ちなみにキャベツなどはそとの葉を剥い
ず、絶対に気をつけなければならないといわれている 40
て洗えばいいらしいですよ(o^-')b それでも不安なら、煮
歳以下のしかも、中学生の後ろに隠れるとは・・・・。
る)
何歳まで生きるおつもりでしょう。
それなのに捨てるとなれば、日本はどれだけ無駄をし
未来輝く子供を犠牲にして何歳まで生きるのでしょう。
ているのか！
笑ってしまいます。
今、政府に言いたいことは
「避難者だけでなく、
残っている人のことも考えろ！」
そして買占めをする、大人の方々。
です。
赤ちゃんがいる方のことを思って買ってほしい。
それでも食べれないという年配の方。
赤ちゃんは一番気をつけなければいけません。
はて、何歳まで生きるつもりなのでしょう？
まず、それを優先すべきでは？
私のような子供が怖くないと言っていますがどうでし
ょう？
今日はかなり、辛口ブログでした。
例え、
体に影響がでると言っても何十年とかかります。
小娘がすみません・・・・でもこの記事を書いたのは
それでも怖いと言えますか？
私が南相馬市を好きだからです。
そして怖いと言っている、その原発の恐怖に必死に耐
否定意見や賛成意見はコメントで受け付けます。
えている福島県民を非難できますか？
どうぞ、お書きください。
小学生や中学校、高校生に大学生だって余震や原発の
アメブロに登録していない方もかけるので、お気軽に
恐怖に耐えているんです。
どうぞ m(_ _)m
それでもなお、福島差別をするというのならば一回、
3
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0244-23-2182 0244-23-2183 0244-23-2185
●被災者向け公営住宅等情報
NPO 法人おぢや元気プロジェクトの南相馬情報
被災者向け公営住宅等（お住まいの県外の住宅）の入居
新潟県小千谷市の NPO 法人の情報です（理事長より掲載許可）
申込みについてお電話を受け付け受入れが可能な地方公
http://www.ojiya-genki.jp/
共団体等の担当にお電話をお取り次ぎします。
被災者向け公営住宅等情報センター
電話：0120-297-722（フリーダイヤル）
受付時間：9：00～18：00
なお、福島県内の公営住宅等に入居を希望される場合
は、福島県または市町村の公営住宅担当にお問い合わせ
ください。
●生活福祉資金の貸付
東北地方太平洋沖地震による被災世帯の皆様へ一時的な
生活資金をお貸しします。
NPO 法人おぢや元気プロジェクトは、３月１３日、
○対象世帯 東北地方太平洋沖地震により災害救助法の
１６日、１９日、２０日、
。
。
。もう何度お届けしたかわか
適用となった地域に住所を
らなくなってしまいました。福島県いわき市・南相馬市
有し、当座の生活費を必要とする世帯。
などに積めるだけの支援物資を届けています。
○貸付限度額 原則 10 万円以内（特に必要と認められる
３月１９日午後、
いわき市に３回目の支援物資を届け、
場合には 20 万円以内。
）
情報集集をしていたおぢや元気プロジェクト代表は、南
○据置期間 貸付から 1 年以内
相馬市民から「市役所の職員は 3 日前からほとんど何も
○償還期限 据え置き期間終了後 2 年以内
食べていない。
何とかしてほしい」
という連絡を受けた。
○利率 無利子
同代表は、移動中のトラックの中から長岡市の各所へ
○実施主体 福島県社会福祉協議会
連絡をとり、午後７時に長岡や小千谷、三条からの物資
※３月中に貸付の準備ができた社会福祉協議会から順次
を積んで、防災センターを出発。翌日の早朝５時に南相
受付を開始し、４月４日（月）
馬市の庁舎に到着した。ネットワークの大切さスピード
から県内全域（相馬市、南相馬市、双葉郡を除く）で受
対応支援などがなかなか及ばないという状況の中で、横
付を開始する予定です。
のネットワークを最大限に活用して、連絡からほぼ 10
少しの間お待ちいただくこともありますが、ご了承をお
数時間後には、食糧がほとんど底を尽きて、食べるもの
願いいたします。
が何もない現地に大量の物資が 2 トントラックに満載で
詳しくは、福島県社会福祉協議会 生活福祉資金担当
届けられた。南相馬市市長の桜井勝延氏は大変感謝し、
（024-523-1250）または、避難先の社会福祉協議会
職員らもカップラーメンやスープなどの非常食を久しぶ
にお問い合わせください。
りに口にすることができた。中越大震災で学んだ多くの
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ことを活かして、NPO 法人おぢや元気プロジェクトは
「人と地域に垣根をつくらず」をモットーに活動を続け
■飯田ボランティア協会こざわさんよりの「長野県飯田市
飯田ボランティア協会こざわさんよりの「長野県飯田市
ています。
の南相馬避難所情報
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
ＮＨＫテレビ、南信州新聞、信州日報などでも紹介され
ましたが、３月２６日に飯田市赤十字奉仕団さんが飯田
南相馬市役所情報（ホームページより 許可済）
市内３箇所に避難されている７５人に（南相馬市民）に
●避難指示・屋内退避情報
五平餅をご馳走したそうです。
wikipedia より：「五
現在、東京電力（株）福島第一原子力発電所から半径
平餅（ごへいもち）は、中部地方南部の山間部（長野県
20km 圏内に避難指示（小高区、原町区の一部）
、半径
木曽・伊那地方から岐阜県、愛知県三河地方）に伝わる
20km 以上 30km 圏内の住民に屋内退避（原町区（避難
郷土料理。潰した飯を串焼きにしたものである。
」
指示圏内を除く）
、鹿島区の一部）が発令中です。
■編集
編集より「新潟県長岡市の南相馬避難所情報」
編集より「新潟県長岡市の南相馬避難所情報」
●安否確認専用ダイヤル
長岡市の南北の避難所の体育館の周りの雪がかなり融け
受付時間 9:00～22:00
ました、来られたときの半分以下でしょうか。というこ
電話番号 0244-23-2180 0244-23-2181
とで、まだまだ雪はありますよ。
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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