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2012201220122012 年年年年        東北の関西人東北の関西人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。 2012-01-01 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-11123383132.html 

昨日は 12 時を待たずに寝てしまったので 

まだ誰とも新年のあいさつをかわしていません 

ダンナ、昨日一人で日本酒 5 合も飲んだので 

いつ起きてくるか微妙… 

 

寝る前に少し話していたのですが 

2012 年はとりあえず 1 歩歩けたらいいねって 

そういう結論になりました 

なんだかんだでいろいろ失ってしまったものもあるけど 

見えてきたものもある 

例えば「もの」なんて所詮「もの」でしかないということ 

だって家だって一瞬で流されちゃうんですもの 

いざっていうときには命さえあれば 

他にどうしても必要なものなんてないってこと 

すごーくシンプルに考えられるようになりました 

 

まだこれからどうするか決められないでいるけれど 

2012 年、次の 1 歩を踏み出せれば 

それで十分じゃないかなあと思っています 

 

今年も大勢の人と関わって 

助けられたり助けたり 

笑ったり議論したり 

そうやって人の輪を広げていきたい 

その中で得たものを生かせれば 

次の 1 歩が見えてくるんじゃないかなと思っています 

 

そんなわけでまだ若輩者の私たちではありますが 

みなさんとのご縁を大切に 

1 年を過ごしたいと思っています 

 

今年もよろしくおねがいします 

 

############################################# 

南相馬市から１月４日夜南相馬市から１月４日夜南相馬市から１月４日夜南相馬市から１月４日夜    

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！ 2012-01-04 19:51:09 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/9e546fa437f93449

30f4caeaa490df54 

『消費税』 

いよいよ、消費税を上げる用意が整いだしたようですが、結局、

民主党でも、自民党でも同じということですね。 

ますます、消費者の財布のひもが固くなるだけだと思います

が、消費を伸ばすのなら、財布のひもを緩めさせるような政策

が必要なのに、今は消費者が簡単にはモノを買わない買い

手市場に移ってしまいましたから、成熟した経済を今までとは

違う消費を刺激するような政策が必要ですよね。じゃあ何か、

金利を上げるしかないのかな？１、２％でも、消費者には若干

でも利子が入ります。今の利子の無い世界では消費者は持っ

ている資産の防衛に走るばかりです、消費者心理は些細なこ

とで変わるはずです。政府、役人は机上の計算で考えても実

態経済は消費者の現場心理は、増税ではよくなるはずはあり

ません、増税で財政再建をなしえた国はないようですが、日

本は大丈夫なのでしょうか？ 

 

南相馬市から１月５日夜南相馬市から１月５日夜南相馬市から１月５日夜南相馬市から１月５日夜     2012-01-05 19:14:59    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/3375624aaf32a4899a080

ba09af85fa3 

『株券』 

今日、突然、ある会社の株券を買ってくれと、ある方が来まし

たが、話を聞いてみると、なんだか怪しい感じ、お金がすぐに

いる、振り込まないと犯罪者になってしまうから、どうしてもお

金がいるから買って欲しいと、もう９０歳になる方で、もと海軍

兵、おれおれ詐欺ではないの？と尋ねましたが、そうではな

いとの事ですが、警察に相談したらといっても警察の世話に

はなりたくないと言うし、とりあえず株券を預かることにして、お

金を用意してあげましたが、心配ですね。用意したお金、金

額はそんなにビックリするような額ではないから、そのぐらい

自分で用立ても出来ないくらい追い込まれているのかと後で

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）等からの転載です。執筆者は南相馬市関係の

方（滞在の方・避難された方等）が主体です。内容内容内容内容

は個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそは個人の意見であり公のものではありませんがそ

れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。れぞれの立場での本音が書かれています。同じ被

災者・市民同士の生の意見として参考にしていただ

ければ幸いです。 

編集・発行 NPO ながおか生活情報交流ねっと soiga01@gmail.com、 

新聞PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html  
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思いましたが、良かったのでしょうかね。 

前から買ってくれと頼まれていた会社の株券ではあったので

すが。 

 

小高区の方で東京に避難している人が来店され、お話を伺い

ました、やはり、もう小高には帰るつもりはないとのことです。 

家族が一緒で生活出来れば東京で頑張るとのことです。商売

をされていましたが、３６５日毎日仕事をしてきたが、もうそん

な生活には戻りたくないとのことです。震災で避難した生活を

体験して多くの方が自分の今までの人生や生活を振り返るき

っかけになり、これを機会に改めて生活、人生をやり直す考え

になった方たちが多くいるようですね。私もそう思うし、そうし

たいと思っています。馬車馬のように働くだけが人生だけで

はなく、生活の潤い、余裕、生きがい、を感じながら人生を生

きていきたいと思っています。昨年の出来事は人生のターニ

ンづグポイントになった気がします。 

 

############################################# 

避難先の元日避難先の元日避難先の元日避難先の元日    ・・・・・・・・・・・・    原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者    穏やかに新年穏やかに新年穏やかに新年穏やかに新年

を迎えるを迎えるを迎えるを迎える    

負けてらんにぇ！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。 2012-01-01 10:23:55  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/797e8f6e227

d0d445524602eb3998910 

 

２０１２．１．１ 

避難先 新潟県三条市で迎えた ・・・ 元日の朝。 

・・・ 穏やかな朝です。 

少なくとも 今年も 

恨み 辛みだけで生きることだけはしたくない ・・・ と思う。 

遠路訪ねてくれた息子たちと囲める 

・・・ ささやかな膳が嬉しい。 

・・・ 感謝です。 

 

いのちの深さいのちの深さいのちの深さいのちの深さ    ・・・・・・・・・・・・    原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者    元日に思う元日に思う元日に思う元日に思う    

 2012-01-01 18:48:16  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/f5eac897510

046d0bbfc4622f6d17d93 

 

明日という未来のあてがない老いの最後で ・・・ 

 

問題は ただ死への恐怖心だけではなく 

何を生き甲斐として 

老いの日々を送るかが問題で ・・・ 

 

真の生き甲斐とすべきは 

自分の存在価値を 

自分のいのちの深さに見出しつつ生きる ・・・ 

 

その一事につきる ・・・ と思います。 

 

############################################# 

第五回『つながろう！八王子で！』交流会開催のお知第五回『つながろう！八王子で！』交流会開催のお知第五回『つながろう！八王子で！』交流会開催のお知第五回『つながろう！八王子で！』交流会開催のお知

らせらせらせらせ    つながろう！八王子で！公式ホームページ  

福島県から避難されている都内避難者向けの集いを行なっ

ております。 2012 年 01 月 02 日 19:56 

http://blog.livedoor.jp/tsunahachi/archives/1735094.html  

１月２２日（日）に第五回「つながろう！八王子で！」を開催し

ます。 

東日本大震災ならびに原発事故で八王子市ならびに多摩地

区に避難されている方を主に対象としておりますが、ご興味

のある避難者、被災者の方はお気軽にご参加下さい。 

 

当日の内容 

・一週間分の福島民報、民友の閲覧、無料配布 

・うつくしま NPO ネットワーク様『絆新聞』の無料配布 

・NPO 法人 はらまちスポーツクラブ様の『めぐりあり』の無料

配布 

・飲み物、各種菓子をご用意 

・原発事故に伴う訴訟の相談（要予約。予約しないと相談対応

出来ません） 
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場所：八王子市 明神団地自治会館 

（東京都八王子市明神町２－７－７） 

 

☆駐車場は近くにコインパーキング、また団地の駐車場が借

りることが可能です（有料）  ご連絡下さいませ。 

参加費：一家族 ２００円（何名でも大丈夫です） 

参加方法：人数把握のため、予約制となります。 

下記連絡先まで、お名前・現在の住所・以前住んでいた住

所・参加人数・当日の連絡先電話番号をご記入の上お送り下

さい。 

【連絡先一覧】 

担当：代表 佐藤 

TEL・FAX 番号：０４２－６９７－９２２３（ファックスは２４時間受

付/電話対応 午前１０時～午後１０時） 

メールアドレス：tsunagarou802@gmail.com 

その他、当イベントへの各種お問合せも、上記連絡先までお

願い致します。 

 

############################################# 

2012201220122012 年。そうそう、起つ。年。そうそう、起つ。年。そうそう、起つ。年。そうそう、起つ。    

ゆっ太郎 (2012.01.01 08:30) 

相双ゆたどさ ゆったりがどっさり。～ふくしま相双～  

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/4455.html 

 

【FAW（Fukushima Art Works）】URL： 

http://www.facebook.com/fukushimaartworks 

【相双ゆたどさ】 

 ：【FAW】福島は負けねえよ～Reboot FUKUSHIMA～

（2011.12.8：掲載） 

 ：福島再起動。ポストカードセット販売（2011.12.27：掲載） 

 

2011 年、たくさんの方々から 

東北へ、福島へ、相双への 

ご支援をいただきました。 

 

たくさんの方々との、つながりを持たせていただいた 1 年とな

りました。 

 

相双を想うすべての方へ 

”ありがとう”の気持ちを込めて 

 
 

############################################# 

太田神社に響く螺の音太田神社に響く螺の音太田神社に響く螺の音太田神社に響く螺の音        

南相馬市 写真で見る東日本大震災  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-12/josen-iinkai.jsp 

【2012 年 1 月 1 日】 

 相馬太田神社では、大みそかから元日にかけ、東日本大震

災の犠牲者への思いを込めた「陰陽礼螺（れいがい）」が奉納

され、澄んだ夜空に鎮魂の法螺貝の音が響き渡りました。 

 午前零時になると「礼螺」が奉納され、白鉢巻に陣羽織姿の

騎馬会関係者が恒例の投げもちを行い、多くの参拝者が空に

手を伸ばしました。 

  

▲響き渡る陰陽礼螺      ▲貝の口を下に向けて吹く奏法 
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▲礼螺奉納  ▲参拝者に礼螺を披露 

  

▲大勢の参拝者  ▲恒例の投げもち 

 

はしご乗りの妙技を今年もはしご乗りの妙技を今年もはしご乗りの妙技を今年もはしご乗りの妙技を今年も    

2012 年 1 月 4 日 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2012-01/hashigo.jsp 

 小高区の小高神社で 1 月4 日に行われている恒例のはしご

乗り。神社がある小高区は警戒区域のため、区域外の南相馬

市役所駐車場に会場を移し、東日本大震災と東京電力福島

第一原子力発電所の事故からの復興を願って「復興はしご乗

り」として披露されました。 

 約30人の職人が集まり、仲間が支える高さ約6メートルの竹

のはしごに１番手の太夫が登り、「祈 復興南相馬」と書かれ

た垂れ幕を広げると、会場から大きな拍手が沸き起こりまし

た。 

 太夫 6 人は、はしごの上で逆立ちする「しゃち」や、ひざで

バランスをとる「両ひざ八そう」、落ちるような動きをする「肝つ

ぶし」などの技を次々と繰り出し、伝統の妙技を一目見ようと

訪れた約 500 人は、目の前で繰り広げられる見事な技に大き

な拍手を送っていました。 

  

▲まとい振りを披露         ▲リズミカルにまといを振る若鳶 

  

▲大きく掲げられた垂れ幕 ▲両手を離して決めるポーズ 

  

▲駐車場を埋め尽くす観客 ▲大勢の市民が見守ります 

  

▲地上約 6 メートルの妙技  ▲伝統の空中技 

  

▲青空に映える決め技  ▲観客を魅了 

 

ありがとうございました 

 

 


