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南相馬市から３月１２日夜南相馬市から３月１２日夜南相馬市から３月１２日夜南相馬市から３月１２日夜  サイヤ社長のブログ    

 

南相馬市から３月１９日月朝南相馬市から３月１９日月朝南相馬市から３月１９日月朝南相馬市から３月１９日月朝        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！ 2012-03-19 05:29:02 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ccf4396661e02365

01fd1aa302a64ccc 

『新潟長岡』 

昨日、新潟の長岡の体育館に避難していたという方が、そこ

で配られていた新聞を持って来店され見せていただきました。

３月１９日に南相馬市からバスで避難され、新潟の長岡の体

育館で避難生活をしていた時に、長岡の大学生が作った新

聞にサイヤのブログが載っていて、南相馬市の状況が分かっ

て助かりましたとわざわざ言いに来てくれました。 

しかし、課題がその方はサイヤのことを知りませんでした。た

またま今回、お惣菜チラシを南相馬市全域に配布しましたが、

それで知ったとのこと、それまでは旧店名の南国青果と思っ

ていてサイヤとは知らなかったようです、案外認知度って自分

が考えているよりも無いのかもしれませんね、考えなくてはい

けません、思わぬことから気づかされました。 

南相馬市から３月２０日夜南相馬市から３月２０日夜南相馬市から３月２０日夜南相馬市から３月２０日夜     2012-03-20 19:23:23    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/7f25a4e658e24a95

a6d94e4f3fb022ec 

『原発損害賠償請求の会』 

正式名称は度忘れしましたが、３月３１日夜６時から、サイヤ隣

の A&S 事務所を借りて、原発災害の東電の賠償についての

相談会並びに今後の請求のあり方などを話し合うことになりま

した。まずは駅ひがし商店会、駅ひがし地区の住民の皆さん

が対象ですが、出来れば南相馬市市民全体での賠償請求ま

で行くことを願っています。現在は加害者たる東電の言うがま

までの（東電は原発審査会の答申だと言いますが）請求内容

での賠償ですが、被害者たる私たちはどう考えるかが一番大

事なわけで、そういった気持ちをみなさんで話し合いたいと

思っています。 

被害者がどう賠償して欲しいかを訴えないとダメでしょうね。こ

のままでは、国や東電にやり込められてしまいそうです。わが

子、わが孫、若い世代のためにもじじぃ、ばばぁが立ち上がら

なくてはいけません。 

南相馬市から３月２４日土朝南相馬市から３月２４日土朝南相馬市から３月２４日土朝南相馬市から３月２４日土朝     2012-03-24 05:17:45    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/80de8481516dcec0

5b52221219639b94 

『うまい！やすい！サイヤのお弁当』 

先週、お惣菜チラシを南相馬市全域に出しました、じわじわと、

効果が出てきています。 

いろんなところから、注文が来ています、中食であるお惣菜、

お弁当の需要がこれまで以上に、この商圏内で増えている証

拠です、潜在的需要の掘り起こしをするためにも、広域での

チラシ配布がこれほど効果があることを、今回知ることができ

ました。 

次回はもう少し、分かりやすく、訴求の仕方を変えて販促して

みたいと考えています。 

 

秋保温泉にある（さいちのおはぎ）と比較していただけるよう

になったのは、大変うれしいことです。目指すはさいちのおは

ぎからサイヤのおはぎ この町の名物になるようにおはぎと共

に頑張ります。 

 

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

父の長い目父の長い目父の長い目父の長い目    その３その３その３その３    ・・・・・・・・・・・・    人生はマラソン人生はマラソン人生はマラソン人生はマラソン    

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。 2012-03-18 07:00:00  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/bec585

7f5745e6f455f28e07385c86db 

 

小さな駅 

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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人生は長い。 

マラソンです。 

 

三・四年負けても 二十年・三十年先で勝てばよい。 

マラソンで 初めに相手をかけ抜く選手は 

・・・ 途中で落伍するものです。 

 

父は 長い時の流れに目安を置いて 

「 ゆっくりゆけ 」 ・・・ と教えてやるものです。 

 

それには ・・・ 

なぜ失敗が 成功のもとか 

人生は どうして 長い勝負で勝つことが大切か 

自己人生に照らして ・・・ 語ってやればよいのです。 

 

福島県・南相馬市復興祭「ー未来へ羽ばたけ南相馬ー夢 元

気 ふれあいフェスタ」に 

三条市から「～三条マルシェ～ごった市＠南相馬」で総勢約

60 人が参加 

 

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

【【【【    ＪＡＰＡＮＪＡＰＡＮＪＡＰＡＮＪＡＰＡＮ    ＶＯＩＣＥＳＶＯＩＣＥＳＶＯＩＣＥＳＶＯＩＣＥＳ    】】】】    

ヨシユキ副園長 よつば青雲ブログ         よつば保育園

ヨシユキ副園長が、青雲の志で保育を綴る! 

 2012 年 03 月 24 日 

http://yotsubahttp://yotsubahttp://yotsubahttp://yotsuba----ho.seesaa.net/article/259871398.htmlho.seesaa.net/article/259871398.htmlho.seesaa.net/article/259871398.htmlho.seesaa.net/article/259871398.html        

東日本大震災後の日本に暮らす人々の声から 

私たちが目指す未来の姿を描き出し 

今年６月に開催される地球サミット（リオ＋２０） 

を通じて、世界に発信するプロジェクトが 

ＪＡＰＡＮ ＶＯＩＣＥＳ です。 

いろいろな人々の提言がリオに運ばれます。 

私も以下の提言を致しました。 

 

三部構成です。 

JAPAN VOICES よつば保育園近藤能之 01 

 

JAPAN VOICES よつば保育園近藤能之 02 

 

JAPAN VOICES よつば保育園近藤能之 03 

 

さらに、当園保護者の高村美春さんの提言を 

JAPAN VOICES 高村美春さん提言 

 

先日の南相馬ダイアログフェスティバル内にて行われた 

お母さん会議＆お父さん会議で提言された 

ＪＡＰＡＮ ＶＯＩＣＥＳ は以下の声でした。 

★☆★☆★ お母さん会議 ★☆★☆★  

私の決意～子ども達に渡したい未来って？～ 

 ・LOVE＆PEACE ママが守るからね。 

 ・クリーンな地球！ 

 ・南相馬で楽しく暮らす。 

 ・たった一度の人生、ずっと笑顔でいこうね。 

 ・自由に遊んで楽しめる未来。 

 ・楽しいウキウキする福島（南相馬市） 

 ・自然とふれあえる未来をとりもどす。 

 ・美しい自然を残していきたい。 

 ・いつまでもキミの笑顔を守っていきたい。 

 ・いつまでも明るい笑顔で幸せになってほしい。 

 ・孫の代までずっと笑顔で！！ 

 ・安心して楽しく生活できる地域。 
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 ・こどもの笑顔を次世代へつなげていける未来に。  

 ・元には戻らない南相馬でも、幸せだよね。幸せだね。と笑

って言える未来を渡していきたい！ 

 ・笑顔で暮らせる明るい未来。 

 ・嘘のない安心して暮らせる未来！ 

 ・安心して過ごせる日々。今はお父さんお母さんについて

おいでっ！ 

 ・家族みんなが太陽、空の下で笑顔でいれる温かい未来。

どんなときでも“大好き”って言うよ！ 

 ・人は決して 1人じゃない！1人でダメなときは周りの人に助

けを求められる未来が必ずあります。みんな助けてくれるよ。 

 

★☆★☆★ お父さん会議 ★☆★☆★ 

 

親父として家族を守る決意 

 ・オレについて来い！ 

 ・南相馬復興！ 

 ・きっと・・・大丈夫！  

 ・笑顔でいるぞ！ 

 ・南相馬に必ず戻る！ 

 ・待ってるだけでは何も変わらない。 

 ・家族は一緒が一番！ 

 ・みんなでいっしょに！ 

 ・俺が守る！ 

 ・ずっとそばにいる！ 

 ・会話！（常に）    

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

今日のできごと今日のできごと今日のできごと今日のできごと    3333 月月月月 22222222 日（木）日（木）日（木）日（木）    

    南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

 2012-03-22 17:28:41 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11200322970.html 

 今日は、サロンでブームになっていることを紹介しま～す。 

 指編みです。 

 

 みんな、一生懸命にやっています。 

 子ども達もおいで～。 

 

 教えてあげるよ～。 

 

 

 

 

 

 

 

 できあがりはこんなか

んじです。 

今日のボランティアさん

は、鹿島区受付 １１ 人   

でした。 

 

 みなさん、本当にありがとうございました。    

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

第８回第８回第８回第８回    八王子県外避難者交流会および花見開催の八王子県外避難者交流会および花見開催の八王子県外避難者交流会および花見開催の八王子県外避難者交流会および花見開催の

お知らせお知らせお知らせお知らせつながろう！八王子で！   東日本大震災

ならびに原発事故の影響から東京都内に避難されて

いる避難者、避難者が集える交流の場を提供。 

2012 年 03 月 22 日 21:13 

http://blog.livedoor.jp/tsunahachi/archives/2482771.html   

４月２２日（日）に第８回「つながろう！八王子で！」４月より八

王子県外避難者交流会を開催します。 

 

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、お越し

いただける被災地の避難者、被災者の方はぜひお気軽にご

参加下さい。 

４月は少しばかり遅い花見となりお酒や美味しい物を食べて

楽しい時間を過ごしませんか？ 

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） 

 

☆駐車場は団地内の駐車場を借りることが可能です（一日５００円） 
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☆お酒を飲む方はお車でのご来場はおやめ下さい。お車の

方にはノンアルコールか、ジュースの提供となります。 

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】 

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 

【ボランティアスタッフ募集】 

交流会を始め各種活動に参加できる方、参加してみたい方、

年齢性別問わずに出来ることが多々あります。 

お気軽に連絡先までご連絡下さい。 

【スポンサー募集】 

花見開催にあたり飲食の提供、開催へのカンパをお願いして

おります！ 

 

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

再興を誓い「頑張ろう」三唱再興を誓い「頑張ろう」三唱再興を誓い「頑張ろう」三唱再興を誓い「頑張ろう」三唱    

南相馬市 写真で見る東日本大震災【2012 年 3 月 18 日】 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2012-03/action.jsp  

南相馬市復興市民総決起大会は市民文化会館「ゆめはっと」

で開催し、原子力災害と震災被害からの復旧・復興に向けて

思いを新たにしました。 

 決意表明では、市民の代表４人が災害の克服と復興への貢

献を誓い、「脱原発」と「市民が心をひとつに復旧・復興に向け

全力で取り組むことを決意する」とした大会決議を満場一致で

採択しました。 

 桜井市長は東京電力福島第一、第二原発の廃炉などを求

める要求書を東電の鼓副社長に手渡し、国と県にも要望書を

提出しました。 

 最後に全員で「頑張ろう」を三唱し、思いを新たにしました。 

   

▲次々と会場に訪れる参加者   ▲全員で黙とう 

  

▲ゆめはっと合唱団による   ▲「市民の心を再びひとつに」 

  「市民歌」の斉唱  とあいさつする桜井市長 

  

▲中学生代表の決意表明     ▲高校生代表の決意表明 

志賀友紀さん（原一中 3 年）   菊池優里さん（原町高 2 年） 

  

▲拍手を送る参加者 ▲市民代表の高橋美加子さん 

  

▲市民代表の佐藤良一さん▲要望書を読み上げる桜井市長 

  

▲鼓副社長に要求書を手渡す桜井市長▲全員で「頑張ろう」を三唱 


