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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４月１０日火朝南相馬市から４月１０日火朝南相馬市から４月１０日火朝南相馬市から４月１０日火朝    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！ 2012-04-10 05:22:27 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/534d146369809042

26f6b4b18f2856d8 

『東京電力賠償請求』 

昨日、出しました、やっとです。１年分です。前回は半年分で

出しましたが、東電の説明に納得できなかったので、今回は

税理士を通じて出しました。 

しかし、頑張って営業していると、東電の言う遺失利益は少な

く、１年分でも損失は思ったよりわずかです。これだと、営業し

ていない方が、賠償金をそうとう多くもらえることになり、どう見

ても違和感、納得がいきません。 

 

震災後、震災地で復興の為に戻ってくれた従業員や臨時の

人たちと共に頑張って営業してきたのに、まったく営業してい

ない店、会社の方が保障、賠償が手厚くもらえるのでは、誰も

営業しなくなってしまいます。住民も同じです、帰って来て働

くと保障、賠償が無くなってしまいます。 

それなら避難していた方がよくなってしまいます。だから、帰

ってこない人がまだまだ多くいます。 

 

先月、原発賠償審議会？とやらから、指針がでて、営業して

いる会社、店、でも遺失利益を１００％で賠償するべきとの指

針が出たようですが、それは実現するのでしょうか？ 

１年分ぐらいは、営業していない店、会社と同じように１００％

の保障をしてもらいたいものです。そうすれば、店も会社も今

より多く再開するはずですし、個人に対しても同じようにすれ

ばもっと帰ってくる人は増えるはずです。 

もう少し政府は東電に対して指導をしてもらいたいものです。 

東電はわかっているはずです、現場ではこういった話は以前

から多く出ていますから、東電から自主的に進んで賠償の在

り方を正してもらいたいものです。 

 

南相馬市から４月１１日夜南相馬市から４月１１日夜南相馬市から４月１１日夜南相馬市から４月１１日夜     2012-04-11 20:53:23    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ee35cd768ba8b255

205f2d86a3f283a7 

『志縁プロジェクト』 

志縁プロジェクトの住本さんからメールが来ていました。なん

でも、お母さんアンケート、仮設住宅アンケートを実施しその

結果を南相馬市市長に報告したとありました。 

確かにこの時期に住民の方たちの特にお母さん（若い世代か

な）仮設住宅の状況などをリサーチすることは大切ですよね、

行政の職員が行ってもあまり本音が出てこないかもしれませ

んが、ＮＰＯなどのボランティアの方たちの方が本音が聞ける

のかも知れません。 

 

除染が始まりません、金沢地区の反対はどうなっているのでし

ょうか？今日の市場の歓送会で聞いてみましたがやはり受け

入れ反対で進んでいないようです。 

取りあえずでも除染して見てどうなるのかが早く知りたいです

よね。 

この町の行く末がかかっているのですから。反対ばかりでは

何も解決しないのにな！ 

 

今日の夕方は丸三製紙さんから二回目のお弁当の注文が来

ました、残業食だそうです。 

市場の歓送会に行く途中に配達しました。もっとたくさん注文

がくるとやりがいが出るのですが 

ご注文お待ちしています。 

 

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

    

目をあけている目をあけている目をあけている目をあけている    

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。 2012-04-11 10:00:09  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/de27bc

c725b87f71ae3b92fc9b2acb83 

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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震災前に 

 

目をあけている ・・・ とは どういうことなのでしょう。 

 

昔からよく 心眼を開く という言葉がありますが 

そんな難しいことではなく ・・・ 

 

どんないやなことでも 恐ろしい物でも 心配な事件でも 

それから逃れようとしたり それに咬みついたりしないで ・・・ 

じっと事実をありのままに見届けてしまう という心の態度のこ

とです。 

 

エコヒーキなしに  スーッと 事実をそのまま見てしまう。 

つまり 別のことばでいえば 

度胸をすえるとか 捨て身になるとも言えるでしょうか。 

 

しかし そう言ったのでは 少し大げさすぎるような気もします

し 

つまらなくなってしまいます。 

 

私が言いたいことは そんな力んだことではなくて 

誰にでも やすやすできる ・・・ ことなのですから。 

 

ナルホドソウカナルホドソウカナルホドソウカナルホドソウカ    ・・・・・・・・・・・・    聞く聞く聞く聞く 2012-04-12 23:58:28     

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/aea6b236

eb5dcc06a3d015649696a1b9 

 

震災前に 

人の言うことを 

ナルホドソウカ 

とうなづけたら 

そこには小さな花が咲くようだ 

 

・・・ 念仏者 榎本栄一さんの詩です。 

 

「 ナルホドソウカ 」 と全身で頷けたとき 

そこに 小さな花が咲くのです。 

 

心の病をほぐすとは 

小さな花を咲かせることではないでしょうか。 

 

「 聞く 」 という一大事を忘れています。 

 

それが 豊かさの中での ・・・ 人間の最大の不幸 ではない

でしょうか。 

 

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

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 04 月 07 日 21:49 

http://blog.livedoor.jp/tsunahachi/archives/4127740.html        

  

 桜の開花も北上中ですね。みなさんの気持ちにも春の光が

さしこむ日々をお過ごしの事と存じ上げます。 

 

 『つながろう！八王子で！』では、桜花の季節に合わせて第

八回県外避難者交流会をお花見会として下記により開催する

ことになりました。いつもより少しだけ豪華に、軽いお食事とお

酒をご用意しております。 

 

 つきましては、皆様には御多用中とは存じますが、お繰り合

わせのうえぜひ御参加ください！ 

ご家族様、ご友人様連れ立ってのお越しをお待ちしておりま

す。 

                   記 

 日 時  2012 年 4 月 22 日（日）正午～午後 4 時半 

 場 所  明神団地自治会館（八王子市明神町二丁目 2-7） 

 参加費  1,000 円（一家族様につき） 

 内 容  詳細は下記 PDF をご覧下さい。 
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 PDF ：

https://docs.google.com/file/d/0ByODutNDo2ZWUzZvN3Zid

mlSSDJEQk1NcmdMNEJBUQ/edit?pli=1# 

 

 ※今回はお席準備の都合上、事前申込みのあった方のご

参加を優先します。ご理解とご協力をお願い致します。 

 

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

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    4444 月月月月 15151515 日（日）日（日）日（日）日（日）    南相馬市生活復興ボ

ランティアセンターのブログ  2012-04-15 17:17:01 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11217242688.html   

今日は、ある仮設住宅の集会所で「お花見会」が開催されて

いました。 

 

 たくさんの方が参加してにぎやかです。 

 

 うどんや豚汁、まいたけおこわが振舞われており 

 「みんなで食べるご飯はおいしいな～」と 

 参加者の方はおっしゃってました。 

 

今日のボランティアさんは、  鹿島区受付 ２ 人でした。 

 みなさん、本当にありがとうございました。 

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

常磐自動車道、相馬－南相馬間開通常磐自動車道、相馬－南相馬間開通常磐自動車道、相馬－南相馬間開通常磐自動車道、相馬－南相馬間開通    

ゆっ太郎 (2012.04.13 11:00) 

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/5123.html 

常磐自動車道の、相馬IC－南相馬IC 間が 4/8 日曜日、開通

しました。 

  

常磐道では、東日本大震災発生から新規開通された初めて

のインターチェンジの相馬と南相馬。 

 

相馬 IC－南相馬 IC 間の距離は 14.4km。 

国道 6 号を通行する従来の経路では 

約 40 分かかった相馬市役所－南相馬市役所間が約 13 分の

短縮。 

相馬 IC－南相馬 IC 間の走行は、約 16 分の所要時間だそう

です。 

［NEXCO 東日本］(URL：http://www.e-nexco.co.jp/) 

プレスリリース：常磐自動車道 南相馬 IC～相馬 IC 間が開通 

  ～福島県浜通りの復旧・復興の基軸として高速道路が開通

します～ 

今年 9/30 までは全車両が無料通行となり 

2014 年度には仙台とつながる、相馬 IC－山元 IC(23.3km)の

開通も予定され 

相馬 IC－南相馬 IC 間ではサービスエリアの建設も進められ

ています。 
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http://www.youtube.com/watch?v=4SwxzuO1v-E&feature=pla

yer_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=o1H-yFnvWUo&feature=pl

ayer_embedded 

福島県浜通りの復旧・復興の基軸として機能することが期待さ

れる常磐自動車道 

NEXCO 東日本さんではドライブにおすすめの観光スポット

や体験スポット、グルメや季節の話題など高速道路と人と街を

つなぐ情報を毎週発信しています。 

rfc ラジオ福島(URL：http://www.rfc.jp/) 

毎週土曜日 10:15 から 10:35 

 

福島局：1,458kHz、郡山局：1,098kHz、若松局：1,395kHz、い

わき局：1,431kHz、原町局：801kHz 

ふくしま FM(URL：http://www.fmf.co.jp/) 

毎週土曜日 11:30 から 11:55 

 

福島・郡山局：81.8MHz、会津若松局：82.8MHz、白河局：

79.8MHz、いわき・原町・相馬局：78.6MHz 

 

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

愛馬との再会愛馬との再会愛馬との再会愛馬との再会    野馬追の馬が帰還野馬追の馬が帰還野馬追の馬が帰還野馬追の馬が帰還南相馬市ホームペ

ージ 

写真で見る東日本大震災 【2012 年 4 月 14 日】 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2012-04/hisai

-horse.jsp 

 東日本大震災と東京電力福島第１原発事故で北海道日高

町に避難していた相馬野馬追の馬 52 頭のうち 8 頭が帰還し

ました。 

 この日戻った 8 頭は警戒区域外の馬で、約 15 時間の長距

離輸送の末に各馬主の厩舎（きゅうしゃ）に到着しました。今

後約１週間おきに 4～8 頭が帰還し、5 月 26 日までに完了し

ます。 

  

▲約 15 時間の長旅 ▲トラックから降ろされ厩舎に 

  

▲厩舎に向かう馬  ▲厩舎に入りひと安心 


