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被災地以外の方にお願いしたい事被災地以外の方にお願いしたい事被災地以外の方にお願いしたい事被災地以外の方にお願いしたい事    

えび父さんの日記 2011/03/30 23:47 

http://ebi.tou3.com/Entry/33/ 

私の住む南相馬市は地震の被害・津波の被害・原発の被

害・風評被害の４重苦に陥っています。 

でも、私の住む地域以外の宮城県沿岸部・岩手県沿岸部

は津波被害が甚大ではありません 

私の地域は幸いにして電気もガスも水道も使える状態に

ありますが未だに避難所に電気が通っていない地域もあ

ります。 

人が人として生活するのに今や必需品とも言える電気が

使えない状態はどれほど苦しい物でしょうか 

時間が経てば復旧し、電気も使え水道もガスも使えるよ

うになるでしょうがそれまでの時間を考えたら、私の今

置かれている環境はとても幸せのように感じます。 

でも、私の住んでいる地域は原発の問題により時間が経

っても改善の兆しが予測できません 

言い方は悪いですが、他の被災地は時間とマンパワーが

あれば復興するでしょう 

皆さんの募金や義援金、救援物資があれば、少しづつで

も改善するでしょう 

でも、私の故郷はマンパワーで何とかできる状態を超え

てきました。 

今現在も現場で命を賭けて頑張っている人達は居ます。

少しでも故郷の為にと頑張っています。 

でも、追いついていないのが現状のようです。 

作業に当たり、被爆量の制限があるため、それを超えれ

ば従事する事が出来なくなるんです。 

つまり、次から次へと人員の補充が無ければ原発の収束

はなくなってしまうんです。 

えび水槽でいえば、足し水をしなければいずれ水が無く

なって干からびてしまいますよね？ 

その足し水が人員の補充と考えて頂ければわかりやすい

と思います。 

その人員を今、必至で集めて、なんとか事態を収拾しよ

うと頑張っています。 

人員の補充が出来なくなった時は、原発は新たな危険に

陥る可能性も秘めています。 

といっても、関東圏の人に影響は無いでしょうし、今の

原発の状況が悪くなったとしても最悪で水を飲むと危険

とか、福島産の野菜が危険とかその程度の物しかないし 

それも、継続して摂取し続けた場合に影響が出るだけ、

一時的に摂取してもまったく影響は無いそういう正しい

情報をマスコミは報道してくれない。 

原発問題で困っている地域以外の方々に言いたい 

今検出されてる数字は、まったく気にしないで大丈夫な

んですよ 

今の数字を１年摂取し続けても絶対とは言えませんが、

ほんと問題ないんですよ 

野菜も牛乳も、国が規制してる物は仕方ないけど、それ

以外のものは摂取しても大丈夫なんです。 

野菜なら水洗いするだけで基準値を下回るし、基準値以

下でも水洗いすれば今までと変わらない野菜になるんで

す。 

福島県須賀川市では、農家の方が自殺しました。自殺の

原因は風評被害以外考えられないそうです。 

原発事故の影響がある範囲以外の地域まで犠牲にしない

で下さい。 

本当に被災地を支援したいと思って下さってるなら、福

島産、茨城産の野菜を食べて下さい。 

募金や義援金よりも、今必要なのは無用な風評被害を無

くす事を優先して下さい。 

募金も義援金も被災者に届くまで長い時間がかかります。 

届く頃には復興の真っ最中、あるいは復興後になるかも

しれないんです。 

それはそれで必要な事ですが、本当の被災者以外の被災

者を作らないで下さい。 

その為には、今、被災地になっている地域以外の方の協

力が必要なんです。 

ここで、こんな事を訴えてもどうせ伝わらない、かっこ

つけてるだけじゃんって言う人も居るでしょう 

でも、今の自分に出来る事はここで訴えるしかないんで

す。 

いつ原発に戻る事になるかもわからないし、一度出たら

帰って来れないかもしれない 

原発に行くのが延期になった今しかチャンスが無いと思

い書かせて頂きました。 

不快になった方もおられると思います。 

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内容は個人の意見であり公のものではありま内容は個人の意見であり公のものではありま内容は個人の意見であり公のものではありま

せんせんせんせん、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。ブログ記事次第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。 
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不快になられた方にはお詫びいたします、申し訳ありま

せん。 

でも、一人でも多くの方に今の現実、今すべき事が伝わ

ってくれればと思います。 

 

最後に余談になりますが 

浄水器、RO 浄水器等を御使用の方が多数おられるかと

思いますが 

一つ気をつけて頂きたいのは、浄水器によっては放射性

物質を吸着するでしょうが 

除去は出来ないので、浄水器本体に放射性物質が蓄積す

る事になります。 

浄水器を通した水は安全でも、継続して使用すると浄水

器本体に放射性物質が蓄積し浄水器本体が、放射線を発

する事態になりかねない事を念頭において御使用下さい。 

現在の各地の測定値であれば１年使用しても影響の出る

事は無いと思いますが数字の増大等があった際は、早め

の交換等をして頂いた方がより安全かと思います。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

続々開店続々開店続々開店続々開店        |壁|дﾟ)･･･ 

http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/240/#more 

 2011 年 03 月30 日 

 

▲ 駅前セブン、めでたく今日開店 

オーナーさんいつの間にか戻ってきたみたい 

西町、本陣前、鹿島が開いてれば物流経路も作りやすいも

んね～ 

大型店はまだ完全じゃないけど、相馬まで出られれば買え

るようになってきてる 

今日は支援物資に頼らずとも生活できそうです 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

これからの予定これからの予定これからの予定これからの予定    

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。  2011-03-30 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10845761687.html#main 

明日から旅です 

明日（木曜日）、家を出て名古屋へ 

名古屋の伯母の家で1泊し 

次の日（金曜日）静岡のキャンプ場で友人と再会し1泊 

その後（土曜日）、南相馬市に入る予定 

南相馬市で何泊するかは未定 

荷物をまとめ 

夫婦共々仕事の残りを整理します 

で、出る 

帰りに岐阜に寄り、 

新しい仕事をもらいに京都に寄り 

大阪に戻ってくる予定です 

タケちゃんは置いて行きますが 

マルスは置いていけない危険犬なので 

同行します 

南相馬市に入ったらまたレポートします 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

東日本大震災（東日本大震災（東日本大震災（東日本大震災（Vol.03Vol.03Vol.03Vol.03    福島県南相馬市）福島県南相馬市）福島県南相馬市）福島県南相馬市）    

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/37258553.html 

どうか転載出来る方は転載して下さい。より多くの

人々に知って貰いたい記事です。 

～2011.03.27（日） 福島県南相馬市へ～ 

■３／２７（日）に私の地元である福島県南相馬市原

町区に、一時退避している母親と共に向かった。 

仙台からの国道６号線はもうすでに瓦礫の類は避けて

あり、車はスムーズに走行出来た。 

ただ地震と津波の爪痕が多数残されていた。国道な波

を打ち、橋に至っては段差があり、海岸線から２，３km

離れている場所のところでも多くの漁船が田んぼや道路

の真ん中に座礁している。 

３／１４（月）の時点で走行が不可能だった相馬バイ

パス（国道６号線）が全線開通した。 

前回は岩の子に向かう交差点（本笑西和田地区）から

南へは行けず、町の国道６号線の走行だったが、橋の一

部補修と点検が完了したらしく走行可能だったが橋のつ

なぎ部分は車で走ると結構な段差だった。 

相馬に入り、対向車（南から北へ向かう車両）はほと

んどいなかった。原町に着くまで、２０台前後くらいし

かすれ違う車はいなかったと思う。その中にもちろん自

衛隊の車両はいたが、救援物資を届ける車輌、タンクロ

ーリー車は皆無だった。それは原町に近づくにつれて確
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定的となった。 

 ■市内鹿島区に入り、国道６号線沿いにある“サテラ

イト鹿島”が見えた。 サテライト鹿島の駐車場にはた

くさんの自衛隊のメガクルーザーが見える。 多分ここ

が中継地点、あるいは指令場所なのだろう。一般人は見

えず、私は敷地内まで入ろうと車を進めたが自衛隊の人

にＵターンを命じられた。 

鹿島駅手前の交差点（スタンドやセブンイレブン、ダ

イユーエイトがあるところ）で警察官がいた。どうやら

ここが福島第一原子力発電所（１Ｆ）から３０キロメー

トル地点らしい。私は検問していた警察官に南方面に行

く理由を告げて、通して貰った。 もちろん、私が走る

前後には車の存在は無く、他のみんながどういう行動を

とったかはわからない。しかし、いったん地元に戻る人

が結構いることを母親の友達からのメールで知った。 

 ■南相馬市立病院が見えた。駐車場には車が２０台く

らい駐車されている。 

私の記憶だと市立病院から全て入院患者は別の病院へ

移送されたと聞いたが果たして本当にいなかったのか？

確かめる術もなく、そのまま高見町の交差点から東北電

気保安協会や浜高専門学校の方へ左折した。 

専門学校等を抜け、そのままカイ浜方面に向かった。 

助手席には私の母親が乗っている。もちろん、原町市

に生まれ、原町市で育った。２０年くらい前までは代行

運転の仕事をしていた母なので、原町市内の道路にはそ

れなりに詳しい。その母親が私にこう言った。 

 

『ここは一体どこなんだろう・・・・・？？？』 

 そのくらい目印になる建物など一切ない。相馬―小高

線がどこなのかもわからない。 

私は車を降りて周囲の写真を撮った。 

“ブログに載せるべきか否か？”正直迷ったところも

ある。 中には津波からの難を逃れ避難した方もこのブ

ログを見る機会もあるだろう。自分の目で現地を確認し

ないまま避難所生活をしている方も大勢いることだと思

う。その人達を蔑ろにする様な記事、 

は『果たして適切なのか？これではマスコミや能無し

新聞記者と変わらないのでは無いか？』 

とも正直思った。しかし、宮城県の気仙沼市、南三陸

町、石巻市、閖上地区、亘理町鳥の梅には陸上自衛隊が

いる事はみんなも周知のとおり。もちろん北隣に位置す

る相馬市にも自衛隊が活動中（後述）である。 

 しかし、ここには全く自衛隊のカラーであるモスグリ

ーンの車、自衛隊の服を着た人はいない。  

  

ここで私が憶測でものをいう訳にはいかない。しかし

これが現実。石巻市や閖上地区では自衛隊が瓦礫の中に

遺体があるかどうか確認して回っている。でもここには

なぜかいない。わかる人には判るだろう。 

これが半径３０キロメートル圏内の状況であり、マス

コミがあまり報道しない事実だと私は思った。 

 そんな事実を目の当たりにした。なので写真を公開し

たいと思う。賛否があるかも知れないが・・・・・・・。 

 写真の一部に“原町火力発電所”が見える。それで撮

影方向を思い描いて欲しい。 
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自衛隊もいない、住民もいない、いるのは何匹かの犬

だけ。。。。 

多分津波の難を逃れたか、住民の人が避難する際に放

し飼いにしたペット達だと思う。 

 震災後に名取市閖上や石巻市渡波に足を踏み入れ現

地を被災状況を目の当たりにしてきた私だが、いままで

見てきた被災状況とは全く違う状況だったのは言うまで

も無い。 

地元旧原町市民として、復興に向けての切なる思いは

あるが、あるけれど、、、、、、、考えると胸が痛い。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

南相馬市災害対策本部携帯サイト南相馬市災害対策本部携帯サイト南相馬市災害対策本部携帯サイト南相馬市災害対策本部携帯サイト QRQRQRQR コードコードコードコード    

Chalet MonteRosa'10～'11 武尊積雪情報 March 29, 2011 

http://plaza.rakuten.co.jp/hanasakumonte/diary/201103290000/ 

南相馬市災害対策本部携帯サイトQRコードを作りまし

た 

片品村に避難して来ている方で携帯をお持ちの方は是非

登録して下さい きっとお役に立つと思います 

 
お近くに南相馬から避難されてきている方がいてまだこ

のサイトをご存じない方がいる場合は教えて差し上げて

ください 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

被災地の近況（新地町・相馬市・南相馬市被災地の近況（新地町・相馬市・南相馬市被災地の近況（新地町・相馬市・南相馬市被災地の近況（新地町・相馬市・南相馬市    

相双ゆたどさ  ゆったりが、どっさり。 ～ふくしま相双～ 

 (2011.03.30 05:10) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2593.html 

昨日はブログを更新できず申し訳ありませんでした。 

CrosS 個人的な事なのですが、とても近い親戚の方と同

級生が今回の津波で命を奪われました。 

あの大震災発生からもう20 日。 

CrosS はショックで、なかなか立直れずにいます。。 

 

では現在の被災地の近状を… 

【新地町】 

本日、浜の方まで車を走らせてきました。 

新地町は壊滅しており言葉も出ません。 

自衛隊の方々が一生懸命片づけを行っていますが車等は

残しておかないといけないらしく、瓦礫を寄せておく事

で精いっぱいの様でした。 

新地町では国道6号線を超えた所もあり、津波の大きさ

がうかがえました。 

しかし新地町住民の皆様は皆、元気に、前向きに毎日を

過ごしているようです。 

ホームセンターで灯油等も購入でき、コンビニエンスス

トアも営業しています。 

【相馬市】 

相馬市では、お店を営業されている所が多く、パンなど

手に入らなかったものが沢山陳列される様になってきた

のが印象的でした。 

ドラッグストアなども開き、衛生面での物資も多く手に

入れる事が出来る様になってます。 

ガソリンスタンドの渋滞も依然と比べると渋滞も緩和し

つつあるかと思います。 

ですが、朝早くから並んでる方もいますので朝方は混雑

しているのかもしれませんが。 

【南相馬市】 

CrosS は南相馬市には行ってはいないのですが、知人の

話から近況をまとめました。 

南相馬市の物資不足は以前と比べ良くなってきているよ

うです。 

現在、自主避難されていた方々が続々と戻ってきている

そうです。 

コンビニエンスストアも開いており、利用できるように

なってるみたいです。 

何より、行政から送られてくる「南相馬市防災メール」

から必要な情報が毎日送られてきて、とても助かってい

るとの事でした。 

救援物資配布場所やガソリン情報等、行政の市民を想う

気持ちが分かります。 

 

まだまだ原子力発電所は予断を許さない事態ですが、相

双地区の方々は力強く生きています。 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

【南相馬市役所情報】【南相馬市役所情報】【南相馬市役所情報】【南相馬市役所情報】    （掲載許可済）    

●母子手帳、妊婦・乳幼児の健診等●母子手帳、妊婦・乳幼児の健診等●母子手帳、妊婦・乳幼児の健診等●母子手帳、妊婦・乳幼児の健診等    

〇市外へ避難されている方へ  

避難先の市町村窓口へご相談ください。 

〇屋内退避で市内にいる方へ  

健康づくり課（電話 0244-23-3680）へお問合せください。 

※ご不明な点は、健康づくり課（電話0244-23-3680）へ

お問合せください。 

■編集編集編集編集より「新潟県長岡市内の南相馬避難所情報」より「新潟県長岡市内の南相馬避難所情報」より「新潟県長岡市内の南相馬避難所情報」より「新潟県長岡市内の南相馬避難所情報」    

ここのところ連日寒い日が続いています。健康にお気を

つけてください。    


