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「青果食品惣菜スーパー「Saiya」ブログ」と「隣三条市

の南相馬市の方々のブログ」も許可、追加しました。 

ちょいと疲れ気味・・・ちょいと疲れ気味・・・ちょいと疲れ気味・・・ちょいと疲れ気味・・・    

えび父さんの日記 2011/04/01 22:34 

http://ebi.tou3.com/Entry/35/ 

最近、てか、震災後、地元の状況や原発問題ばかり書き

続けてちょいと疲れてきました。。。 

皆さんに伝わっているようないないような、本当は煙た

がられてるんじゃないかと思ったりもして記事を書くの

にもためらいや、色々と複雑な気持ちで書いてきました。 

マスコミも飽きてきたのか、独自の見解や解説も無くな

って来た様に感じるし自分が訴えるのも、皆さんに迷惑

なのかなと思い始めてみたり、なんか疲れてきました。。。 

 

本来、このブログもえび飼育を突然始め、嫁にせっかく

だから記録も兼ねてブログでも書いたらと言われ いや

～、そんな書くことないべとはぐらかしていたけど、日

記でいいんだから書けばいいじゃんと言われて んじゃ、

書いてみるか！と始めたのがスタートでした。 

HNもどうしようかと悩んでいた時に、えび・・えび・・

やっぱえびって付けた方が良いんだろうなぁと悩んでた

ら娘に、お父さんと呼ばれ、あ！じゃあ、えび父でいい

か！お、ちょうどこのブログ、ドメインも tou3 ってあ

るし 

ドメインの前に ebiって付ければHNと同じになるじゃ

ん！と安易に名付けた時が、今思えば一番平和だっ

た・・・ 

仕事から帰宅してえびの居る水槽を眺め、とても癒され

る日々・・・ 

子供たちも喜んで見てくれて、「お父さん、18 匹居るん

だよね？でも、12匹しか居ないよ？大丈夫？」 

そんな会話を毎日のようにしていました。 

家族で仙台のROSSOに行った時も、子供達が見に行き

たいと言ったおかげで行けたし 

そこで、抱卵個体や綺麗なえびを見て、思わず衝動買い

しちゃったりもしました。 

子供達は、ブラックシャドーを見て、「お父さんこれ欲し

いよ～」って 

さすがに飼育し始めて知識も経験もないままチャレンジ

できないので、子供を何とか説得したのも今となっては

遠い昔のような感じです。 

一日も早く以前の生活に戻りたい、他の被災地の方も同

じ事を思っているんだと思います。 

自分は再び原発に行かないといけませんが、次ぎ行った

らもう現場に行く事は無いと思います。 

国が定めた被爆量を超えたら、お払い箱ですから・・・

それまでに何とか希望をもてる状況にしたい 

俺に出来る事は精一杯やってきた！と胸を張って言える

様に出動準備するしかない 

今、嫁から電話が来て、少し弱音吐いたら、「今の状況で

面倒見れるかわからないけど、えび飼育したら？」 

と言われた。。。「この状況で飼えるわけないじゃん」と言

ったら、「この状況だから飼うべきなんじゃないの？」 

「えびが居たら、あんたは生きて帰ってくるでしょ？帰

る励みになるでしょ？」と・・・ 

これって、どうなんでしょ？当然だけどえびよりも家族

大事だし、家族の為に言われなくても生きて帰りますと

も 

でも、嫁なりに自分の寂しい気持ちわかってくれたのか

もしれませんね。 

 

と言う事で、少し考えた結果、この状況にもかかわらず

えび飼育を再開したいです。 

と言ってもショップに買いに行くにはガソリンがありま

せん。。。。。 

つきましては、図々しいですが、どなたか安くえびを譲

って下さる方はおりませんか？ 

もちろん、えび代＋送料はお支払いします。グレードも

問いません。 

ただ、こちらの現状として宅急便は届きません・・・直

接、隣町の相馬市まで引き取りに行かないといけません 

翌日受け取りが出来るかもわかりません 

おまけに、来週半ば以降いつ原発に召集されるかわかり

ません。 

餌は、母親が昨日南相馬市に戻ってきたんで与える事は

出来ると思います。 

ウィローモスは生い茂ってるので、最悪餌は無くても何

とかなると思います。 

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。 

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  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 
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いつ到着するかわかれば相馬市に荷物が入った日には受

け取りに行けます。 

身勝手なお願いですが、このような状況のえび父に大切

なえびを分けても良いと言って下さる方が 

おられましたら、御一報お願いします。。。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

南相馬市も新年度南相馬市も新年度南相馬市も新年度南相馬市も新年度        |壁|дﾟ)･･･ 

TDM850、ジェベル 125 の記事。ツーリングの経過やレポート、車

両の整備を中心に書いています。 

http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/241/#more 

2011 年 04 月01 日 

 
相手も同僚も居ないけど今日から新年度スタート  

しかし前代未聞の事態に、まさに前途多難の一年間とな

りそうである  

下手すりゃ5ヶ月も閑職となりそうだし(́ ・ω・ )̀  

 

午後は早速仕事がなくなったので、郵便を受け取りに相

馬へ  

一旦着いたと思ったらまさかの財布忘れ・・・('A`)アホ

すぎた  

取りに戻って速攻でまた相馬に行って無事郵便ゲット  

相馬はホムセンがやってたりスーパーは並ばず売り切れ

ず物資は割と多いような印象だった  

納豆と牛乳だけは数量制限がついていたけどね  

惣菜も沢山あったし、スーパーマーケットってのはつく

づくすごいと感じた  

原町でもどっかスーパー開かないかなぁ  

 

写真は原町の夜の森公園から  

あと一週間くらいあったかければほころび始めるかな  

春はもう少し、我慢ももう少し 

    
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

    
    

たらればたらればたらればたられば            

ありがとうありがとうありがとうありがとう 被災者になって学んだこと、考えたことなどを毎日か

いていきます。 大変だけどありがとうを忘れないでいよう。 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10848514388.html  

2011 年 04 月01 日(金) 23 時06 分56 秒 

こんにちは、キャナですm(__)m 

久々に大泣きしました。 

理由は友達の転校。 

今回のことで仲の良かった仲間がいろんなところへ行っ

てしまいます。 

趣味の為であったり、レベルの高い所へ進学するためだ

ったり…。 

 

本音は原発なんてなければ良かったと心から思っていま

す。 

なければ私達は避難せずにすんだのに。 

東京電力は関東におくるために作られたものであり、東

北は使わないのだから作る必要なんかなかったのに… 

『たられば』はたくさんありますね。 

自分の中に震災や原発を責める気持ちはたくさんありま

す。 

なぜ、友人や大切な人たちを失い、思い出の詰まったこ

の街を去っていかなければならないのか。 

あの地震さえ、津波さえなければ。 

友達といつものように話して何気ないことで笑い、愚痴

をこぼして歩いていた日々。 

何気ない、些細な青春の一ページだけど今思えばとても

幸せな日々でした。 

まぁ…… 

いろんなことがあってとにかくいろんなものに責めて発

散したい気持ちは分かります。 

でも私達は一つずつ許していかなければならないと、私

は思います。 

キレイ事かもしれませんが今、私達にできることはマイ

ナス方面ではなく、プラス方面に進むこと。 

生きる意味だってある。 

 

神は乗り越えられる試練しか与えない 

たしか、ドラマでそんな言葉がありましたよね。 

今がその時だと思います。 

大変だけど、笑うも人生。泣くも人生。 

笑う門には福来たる。 

きっと良いことだって生きてればありますよ。 

…なんか、上から目線って感じですね…気を悪くされた

らすみません…(汗) 

それと最後に... 
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南相馬を代表する合唱団の MJC アンサンブルの仲間や

学校の皆へ... 

笑える街で、私達の故郷でまた会いましょう。 

そしたらまた、笑って歌おうね。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

南相馬市から避難所のみなさんへ南相馬市から避難所のみなさんへ南相馬市から避難所のみなさんへ南相馬市から避難所のみなさんへ    

サイヤ社長のブログ 

福島県南相馬市で青果食品惣菜スーパー「Saiya」を経営していま

す。  新鮮な話題をお届け！  2011-04-01 17:44:48 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e34804dbce353cc7bc1885

9cc8c824f0 

今日も避難所から帰って来たという方たちが多く来店さ

れました。やはり避難所生活はつらいから、余震や放射

線は気になるが、福島、郡山、飯館よりかはましだから

自宅が良いといって戻ってこられました。会津から一時

帰って来た方などは、避難している所で地元の皆さんに

良くしていただいているので、こちらに帰り辛くなって

いるなどと言われる方もいました。自宅が被災にあった

方にはつらいですが、自宅にはすぐに戻れなくても、近

くには住めるようになることを希望にもう少し頑張って

ください。残っている私たちが故郷を守っていますから。  

当店のはす向かいにあるガソリンスタンドが再開しまし

た、朝のうち２，３０台並んでいましたが、１０時半ご

ろには、並ばなくても給油できていました。午前中に全

日食の商品を隣町の相馬市まで取りに出かけましたが、

帰り１２時ちょっと前でしたが。鹿島区の６号線にある

セルフの大型のスタンドが待ち時間無しで給油できまし

た。道路の向かいにあるスタンドもすいてしました。セ

ルフは初めてだったので戸惑いましたが、リッター１４

９円でした。福島市で入れた人の話では、１９０円もし

たところがあったと聞いていたので、得したかな。 

 飲食店の人たちも多く帰ってきて、営業を始めていま

す、お父さんが家族を避難所において 

単身で戻って仕事に復帰されてますが、皆さん食事に困

っているようです。自分で自炊できる方は、当店で買い

物されていきますが、そうでない方は外食でしょうが、

店が開いてないと困るわけですが、ドンドン地元の飲食

店開き始めてますから、心配ないですよ。また、お刺身

食べたい方は山田魚屋さんがいつもと変わらず営業され

てますし、お肉だったら、浜屋お肉やさん、栄屋さんが

営業されてます。一時的でもよいから帰ってみてくださ

い。待ってますよ。 

 

 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

原発３０ｋｍ圏内に残されていた愛犬原発３０ｋｍ圏内に残されていた愛犬原発３０ｋｍ圏内に残されていた愛犬原発３０ｋｍ圏内に残されていた愛犬    ・・・・・・・・・・・・    半月ぶり半月ぶり半月ぶり半月ぶり

に避難所で飼主と合流に避難所で飼主と合流に避難所で飼主と合流に避難所で飼主と合流    

負けてらんにぇ負けてらんにぇ負けてらんにぇ負けてらんにぇ    ！！！！    みんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺ    ！！！！！！！！        

南相馬市から新潟県三条市へ集団避難した者たちの現地報告で

す。 

 2011-04-01 10:35:55 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/545ebb

118e7d74fb8f2ab8f54e89f946 

 
三条市避難所に移動する際に残されていた愛犬が半月ぶ

りに飼主と避難所で合流。 

その喜びを全身で ・・・ 。 

ちょっとした心温まるエピソードです。 

ただ 避難所で一緒はできないので ・・・ 近所預か

りの身。 

朝夕の散歩では一緒できるので ・・・ がまん、ガマ

ン。 

 
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

【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：H23.4.1 18:00 現在） 

● 支援物資の受け入れ支援物資の受け入れ支援物資の受け入れ支援物資の受け入れ    

南相馬市の避難所、在宅の方の支援物資の受け入れをし

ています。 

 受入れ先：南相馬市救援物資受け入れセンター（相馬

市総合地方卸売市場内） 

住所：〒979-2522福島県相馬市日下石鬼越迫 101 

電話：0244-35-1318 

くわしくは 0244-24-5262（農林水産課） にお問い合

わせください。 

 なお、宅急便での受入れセンターへの送付は佐川急便

及びヤマト運輸で取り扱っておりますので、上記受入れ

先へご送付ください。 

◎特に不足しているもの 

・食料品 米（精米済みのもの）、カップラーメン、レト

ルト食品、缶詰、漬物、副食（お菓子等）、などの日持ち



 南相馬ブログ新聞 平成 23 年４月２日 土曜日  

 4 

する食料品。 

・日用雑貨 乾電池（各種） 

・復旧用資材 ブルーシート・スコップ・バール・長靴

（各サイズ24～28）・高圧洗浄機・チェーンソー・軍手・

ゴム手袋 

・家電製品 洗濯機 

◎現在ある程度確保されているもの 

 水、寝具（毛布や布団）、衣類及び下着、日用雑貨 

 オムツ（大人用・子ども用）、おしりふき、生理用品、

トイレットペーパー、ティシュペーパー） 

※救援物資については、現場での仕分けが大変困難です

ので、1種類1梱包としてください。 

 なお、市外の避難所へ支援物資を送りたい方は、それ

ぞれの市町村役場へお問い合わせください。 

 

●医療機関●医療機関●医療機関●医療機関    

●原町中央産婦人科 

22日（火）から診療を開始 

※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。 

電話 0244-23-3355 

診療時間 9:00～12:00 14:00～16:00 

所在地 原町区橋本町一丁目（原二小 北） 

●市立総合病院 薬を処方しています。 

受付時間 平日：10:00～12:00 13:00～15:00 土日：

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

必要な薬がわかるもの 

※在庫の状況により、処方できない薬もあります。 

●相馬郡医師会臨時診療所の開設について 

※鹿島厚生病院の場所をお借りしての診療所です。  

・実施期間 平成 23年3月25日午後～終了未定  

・開設場所：鹿島厚生病院  

・診療時間 平日9:00～12:00 13:00～16:00 土日9:00

～12:00 

問合せ先：電話 090-2796-8024 南相馬市（健康づくり

課）電話0244-23-3680 

●田村内科医院 電話0244-46-1233 

・診療時間 8:30～12:00 14:00～18:00 

※水曜日、土曜日は午後の時間帯のみ 

●マルイ眼科 

 ○住所 原町区本陣前一丁目 83-3 

 ○電話 0244-24-0101 

 ○月曜日 9：00～11：00 午後休診 

  火・水・金曜日 9：00～12：30 14：30～17：00 

  土曜日 9：00～12：30 14：30～16：30 

●ふりど循環器科 

 ○住所 原町区上渋佐字原田 238-129 

 ○電話 0244-23-3113 

 ○8：30～11：30 15：00から17：30 水曜日休診 

●小野田病院 

 ○住所 原町区旭町３－２１ 

 ○電話 0244-24-1111 

 ○8：30～12：00 

外来処方のみ再開、月曜から金曜日 

●渡辺病院 

 ○住所 原町区西町１丁目５０ 

 ○電話 0244-22-7000 

 ○4/4より医師1名1外来の診療 

月～金曜日 

●歯科医院●歯科医院●歯科医院●歯科医院    

●相良歯科医院 

 ○住所 鹿島区鹿島字町167 

 ○電話 0244-67-2525 

 ○不定期のため要事前電話 

●くまがみ歯科医院 

 ○住所 原町区桜井町1-129 

 ○電話 0244-25-3443 

 ○9：00～12：00 月曜から土曜日診療 

●沖田歯科クリニック 

 ○住所 原町区南町3-97-8 

 ○電話 0244-23-0303 

 ○9：00～12：00 月曜から金曜日診療（要予約） 4/4

は休診 

●荒川歯科医院 

 ○住所 原町区旭町１－６５ 

 ○電話 0244-23-3428 

 ○9：00～12：00 月曜から金曜日診療、4/1 から診

療開始 

●廣瀬歯科医院 

 ○住所 原町区大町一丁目７６ 

 ○電話 0244-23-2207 

 ○平 日 10：00～12：00、13：00～16：00 

  土曜日10：00～12：00（電話予約要） 

●山田歯科医院 

 ○住所：原町区本町3-23 

 ○電話：0244-23-2709 

 ○9：00～17：00 

 

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

雪国長岡市も4月、あの大雪も市街地ではすっかり消え

ました。雪国の春です。 


