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南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから３３３３月月月月１２１２１２１２日夜日夜日夜日夜  サイヤ社長のブログ    

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから３３３３月月月月２６２６２６２６日月朝日月朝日月朝日月朝        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！ 2012-03-26 05:17:41 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/216cc36971649316

c2d32ed78a7bda87 

『潮目』 

いつの時も、どんな時も、時代の潮目が変わるときがあるので

しょうね。 

東北大震災がこれまでの日本とこれからの日本を変えていく

きっかけになることを、よくなることを、考えていましたが、災害

に強い街作りや、経済活動の在り方や、原発の正しい知識、

今まであまりにも無知だったこと、そして知ってしまったこと、

じゃあ、変わらなきゃいけないなと思うこと、変えなくてはと思う

こと、先ずは人の意識が変わる、変えないと生き残っていけな

いと感覚的に感じています。サイヤでも震災前とその後では

店の運営の仕方、あり方、表面的にはまだまだ変わっていな

いようですが、私の中では変わってきているのですが、表す

ことができずにいて、模索中ですね。 

国はこのどさくさに紛れて消費税を上げよ

うとしていますが、命を懸けて消費税を上

げて日本は良く？なっても日本国民は良く

なるのでしょうか？将来この潮目が良かっ

たと言えることを祈ってはいますが。 

こんなイベントが 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから３３３３月月月月２７２７２７２７日火朝日火朝日火朝日火朝     2012-03-27 05:14:57 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/7bb85936bae14bc2

d4b5b7b62689d20f 

『無耕作』 

無耕作だったかな？農家の方に聞いたのですが、昨年農家

でも野菜の生産をしなかった人には、補償金が手厚く（通常

作付して入る金額よりも多く）貰ったそうで、真面目に頑張って

作った人には保証は少なくやる気が無くなってしまうと言って

いましたが、やはり同じなんですね私たち小売業もそうだし、

保証の仕組みがおかしいのですね、頑張ったものが馬鹿を

みるような保障では町の再興も無くなるどころかここに住んで

いる仲間たちの絆どころではなくなってしまいそうですね。 

 

農協に入っている農協から請求してもらった方の方が多く貰

えるようで、そうでない人は不利だということも聞きました。東

電、分かっているのでしょうか、原発事故は今も続いているの

です、人の心をもてあそび、迷わし、町の生活の仕組みを破

壊し続けている、絆をも無くそうとしている原発放射能の問題

は今後も続いていくのです。 

 

最近、この町から出ますと言う若者と話をする機会がありまし

た。考えた結果、将来像がこの町では描けない、ここにいても

結婚も出来なそうだから、東京に出ますと言っていました。 

止められませんよね、残念ですけど、だんだんこの町の先行

きが、悪い先行きが見えてきたのでしょう、そうですよね今は

まだこの町の明るい未来が、明るくなる未来の象徴も何も見え

てこないのですから、それでも、ここに帰ってくる人も少しず

ついるようです、やはりふるさとでとの思いなのでしょうね。そ

ういった気持ちを東電にはわかって欲しいですね。 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから４４４４月月月月１１１１日夜日夜日夜日夜     2012-04-01 19:14:16 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d60afc8025f39d9fc

9e13687f63c729a 

『カーネーション』 

とうとう、終わってしまいました。こんなに一生懸命に朝ドラ（見

ていた時間はお昼ですが）を見たのは、初めてでした。 

奇跡、年を取るだけでも奇跡になることを知りました。ん～長

生きしても良いようですね、ただ元気で丈夫で長生きが理想

ですよね、そして、周りにあまり迷惑をかけないで命を全うで

きたら最高ですが、そうできる人はまれなんでしょうね。 

 

働かなくてはいけません、人間は人は働くことで生活のリズム

を作り体調を整え限りない意欲を持ち続けなくては長生きは

できません。働きましょう、楽しくやりがいのある仕事をするこ

とで生きがいが見えてきます。 

そういえば大橋屋さんの奥さんも言っていました、津波で被災

し仮設に暮らしている従業員の皆さんは仕事がしてくてたまら

ないそうです、仮設にいてもあんな狭いところにいても嫌にな

るしおかしくなりそうだとそれなら仕事をしていた方が気が休

まると、それで店舗が一つ無くなって１店舗で２店舗の従業員

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

はははは個人個人個人個人のののの意見意見意見意見でありでありでありであり公公公公のものではありませんがそのものではありませんがそのものではありませんがそのものではありませんがそ

れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの立場立場立場立場でのでのでのでの本本本本音音音音がががが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。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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を万遍なく働かすように考えてきたと言っていました。 

皆さんを解雇しないでみんな抱えて頑張っておられます。良

い先輩が身近にいてくれるおかげで見ならうことが多くありま

す。 

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

不平不平不平不平のののの多多多多いいいい人人人人ほどほどほどほど    ・・・・・・・・・・・・    弱弱弱弱いいいい    

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。 2012-03-31 10:28:42  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/b9a45d

3e87d2f1df300c1773800c84db 

 

震災前に 

「 感謝 」などというと 

古くさい道徳を持ち出すように思われるかもしれませんね。 

しかし これが古くさく見えるというなら 

そのように見させる世のなかこそ まちがっているのではない

でしょうか。 

 

人間の「 強さ・弱さ 」についていろいろと観察し 考えてみ

た結果 

「 不平の多い人ほど 弱い 」（弱い人ほど 不平が多

い） ・・・ と思うようになってきました。 

 

自分の成長過程にかえりみてもそうで ・・・ 

不平・不満が減ってきたことが とりもなおさず 

精神的に強くなってきたことにほかならない ようです。 

「 不平のない人 少ない人が強い人」とは ・・・ じつに簡明

で 深遠な法則です。 

 

不平の反対は 「 感謝 」です。 

であるならば 感謝という徳をもちだすことは古くさいどころか 

不平ゆえに心の弱い人が かくも多い いまの世においては 

ひとつの急務とさえいうべきではないでしょうか？ 

 

自由 個人主義 権利の主張 ・・・ などの はきちがえが 

感謝とか 「 恩 」とかの思想を忘却させ 

その結果 不平 不満のたくましく人心にはびこり 

そのまた結果 精神的な拠りどころをもたぬ 心弱きものたち

がふえて 

ノイローゼ社会（古い用語で申しわけなし）ともいうべき世相を

つくりだしてしまった 

・・・ と考えるのが正しい判断なのかもしれません。 

 

周辺にいる精神的にたくましい人たちを よく見てください。 

かならずかれらは 不平をもつことが少ない人たちであるは

ずです。 

（ ではありませんか？ ） 

 

もしあなたが 自分をいちじるしく弱いと自覚されるなら 

あなたはまちがいなく 他人一般よりも不平が多いで人である

はずです。 

（ でしょう？ ） 

不平の少ない人が 強い人 幸福な人 人生をおもしろく生き

ることができる人。 

不平の多い人は その逆 です。 

たしかに たしかに その通りであるにちがいありません。 

 

恩着恩着恩着恩着せがましいせがましいせがましいせがましい 2012-04-01 21:32:48  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/c48214c45c53

1c5a611de7c6b81400bf 

 

イソップ物語に こういう話があります。 

狼が ノドに骨を立てた。 

鶴にたのんで その長いクチバシで抜きとってもらった。 

「 なぜ礼を言わんか 」と鶴が要求すると 

「 かみ殺されなかったことをアリガタイと思え 」 

 

どちらも 「 恩を着せ 」ているわけですが 

この寓話にことよせて 人間にもおなじような手合いがいるゾ 

・・・ と警告したのでしょうね。 
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恩着せがましいことをよく言う人がいます。 

自分が人にしてやったことを さかんに強調するのです。 

こう人にかぎって 

自分が人から受けている恩には まったく鈍感です。 

不感症といいたいほどです。 ・・・ 自己中心の 身勝手とい

うものです。 

 

助けあいの世のなかです。 

人と人は たがいに恩をかけあう関係にあります。 

ならば 自分がしていることはさておき 

・・・ 人から受けている恩にまず感じる。 

・・・ その深さを知る。 

これが 無私ということで 

みながそうあってはじめて人の世の和は保たれるはずです。 

 

ゆえに 次のような歌が詠まれたのでしょうね。 

「世のなかに人の恩をば恩として わがする恩を恩と思ふな」 

エゴイズムがまかり通る世では 

「 献身 」ということが 自己犠牲と錯覚されやすいです。 

 

しかし 人の世の本質をよく把握するならば 

「 献身 」こそが 自己を生かすことであるはずです。 

 

「 よきように使ってください 」と自分を 世に放りだすから 

自分というものが生かされるのでしょう。 

 

人をのみ渡し渡しておのが身は 岸に上がらぬ渡し守かな 

自分のことより 人のことを考える。 

そういう行いのできる人に 恩を着せる心はまったくなく 

・・・ 事実においては 人に多くの恩を施しているのですね。 

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

今日今日今日今日のできごとのできごとのできごとのできごと    3333 月月月月 29292929 日日日日（（（（木木木木））））    

南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

 2012-03-29 17:46:41 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11207249866.html 

 今日は、春休みということで、子ども達がサロンにたくさん来

てくれました。 

 

にぎやかでたのしそう

でしたよ～。 

あと別のサロンでは、

「風船バレー」で盛り上

がりました。 

 

このゲームは、必ず盛り

上がっていいですね

～。 

今日のボランティアさん

は、 鹿島区受付  １５

人でした。 

 みなさん、本当にあり

がとうございました。 

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

南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区『『『『みんなみんなみんなみんな共和国共和国共和国共和国』』』』開国開国開国開国 

相双ゆたどさ ゆったりがどっさり。～ふくしま相双～  

ゆっ太郎 (2012.03.28 11:30) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/5014.html 

こどもたちの春休み    3/25(土)から 4/8(日)まで南相馬市鹿

島区・万葉ふれあいセンターで開国された、＼みんなで あ

そぼうっ！／ みんな共和国 

 ＼みんなで あそぼうっ！／ みんな共和国 

 日時：3/25(日)～4/8(日) 9:00～19:00 

 (おとな大学は、20:00 ま

で) 

 参加費無料(申込不要) 

 春休み期間中ずっとオー

プン！  会場：南相馬市

市鹿島区 万葉ふれあい

センター 

  ○ ひみつの大冒険へ

GO!ネバーランド 

 ○ 集まれ小さな妖精た

ちフェアリー・キャッスル 

 ○ 苦手克服！こども寺

子屋 

 ○ ママもリラックス♪カフェウェンディ 

 ○ ひとめぼれ!?茶処じぃばぁ 

 ○ 僕らのミライ じゅうだい国会 

 ○ おとなも遊ぼう！おとな大学 

 開催中、各部屋、ロビーなどセンター全体を小さな町に見立

てて安心しながら おもいっきり遊び、語り、くつろぎ交わるこ

とのできる 場づくり にチャレンジします！ 

○ ひみつの大冒険へ GO!【こどもネバーランド】…体育館 

トビラの向こうは、まだ誰も知らない新大陸 

なりたいものになれる夢の国。 

森の探検、秘密基地づくり、海賊船での航海… 

おもいっきり走り回ったり、転がったり 

大量のダンボール、新聞紙などを使って 
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秘密基地や 山、プールを作ったり 

こどもたちがやりたいことをやりたいようにできる場所。 

 

  

○ 集まれ小さな妖精たちフェアリー・キャッスル…研修室 

そこは小さなこどもたちや 女の子のためのファンタジー空間。  

ステキな妖精に変身して、ヒミツのお城で一緒に遊ぼう！ 

お絵かき、ダンス、おままごと…どんな遊びも 

ティンカーベルの魔法で、とびきり楽しい思い出に♪ 

 

  

○ 苦手克服！こども寺子屋…IT 研修室 

宿題、苦手、持ち込み O.K. 優しいお兄さんステキなお姉さ

んに出会えるかも。(おもしろ先生募集中) 

○ 僕らのミライ じゅうだい国会…IT 研修室 

十代のみんなで重大なことを考えたり遊んだりする 

十代による十代のための空間 

若者たちが考える 自分たちの町 

  

 

○ おとなも遊ぼう！おとな大学…万葉ふれあいセンター調

理室(または、さくらホール研修室 2) 

楽しく学び語るおとなの学び舎。 

料理・起業・子育て・医療・アート・みんなの家族会議など 

テーマは多種多様。 

(おとな大学スケジュールは、みんな共和国【おとな大学】から

ご確認ください) 

 ○ ママもリラックス♪カフェウェンディ 

 ○ ひとめぼれ!?茶処じぃばぁ 

開国初日の 3/25 には、相双を守るご当地ヒーロー 

『相双神旗ディネード』の完成披露無料試写会も開かれまし

た。 

【相双神旗 ディネー

ドブログ】：相双神旗 

ディネード活動記録 

【相双ゆたどさ】：『相

双神旗ディネード』完

成披露試写会 

 

＼みんなで あそぼう

っ！／ みんな共和国へ、楽しいこと探しに行こう！ 

 


