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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２４日火朝南相馬市から４月２４日火朝南相馬市から４月２４日火朝南相馬市から４月２４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！ 2012-04-24 05:12:50 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/94449d10679830f7

1965db6857cddfe0 

『福島で子供を産み、育てる』 

福島で子供を育てる、そのためにはまずは親が学ぶこと、放

射能について分からないことを学び 

正しい情報を聞くことがまずは安心につながることになるので

は？ 

 

正しい情報をもとに、放射能の影響を外部被ばく、内部被ばく、

について自分たちの生活圏の線量や食べるものは大丈夫な

のか、親が不安な気持ちで生活していたのでは、子供にいい

影響を与えるはずはないのだから。 

 

福島で子供を育てる、そう決意したのなら、決断したのなら、

原発事故以来、外では深呼吸が出来ない、実際は線量が高

い所の多くある、除染もまだ進んでいない、そんな福島で子

供と暮らしていくことは正しいのかはわからないけど、自分の

生まれた町で自分の子供と一緒に成長していきたい、この福

島で子供を守りながら生きていく。 

 

自主避難から引っ越しへ、震災後子供と一緒に実家に避難、

一時的なものと思っていましたが、いまだに帰れないでいま

す、夫はひとりで福島に、放射能汚染の中、自分たちは何を

どう頑張ればいいのか？自分たちよりもっと大変な人がたくさ

んいるはずなのに自分たちだけこんなことをしていていいの

か？いまも悩んでいます。それでも、もうここで生活すると決

めました。 

 

いろいろな方が今も悩んでいます。原発事故により多くの子

供たちが福島を離れました。福島に残ったお父さん、お母さ

んも悩み、考えた末にだした結果が今の現実です。 

判断の良い、悪いではなく、その選択が最善だと自信を持ち、

子供と向き合うことが大事なのでしょうね。 

 

南相馬市から４月２７日金朝南相馬市から４月２７日金朝南相馬市から４月２７日金朝南相馬市から４月２７日金朝     2012-04-27 05:49:23    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f50ea7ce7c1ec1fc

407ea09a9e12e610 

『国はアテにならないのか』 

甲状腺エコー検査おこなわれているようですが、検査結果の

お知らせが届くそうですが、よくわからないようです。 

小児甲状腺一次検査の結果は４つ 

Ａ１、異常なし、二次検査の必要なし。 

 

Ａ２、小さな結節や嚢胞があるが、二次検査の必要な

し。  ？？？？ 

 

Ａ３、二次検査の必要あり。二次検査については別途知らせ

る。 

 

Ａ４、ただちに二次検査を受ける必要あり。 

 

なぜに、二次検査の必要がないのか、理由が書かれていな

いようです。結節なのか嚢胞なのかもわかりません、その両

方？ 

検査を受けたのが昨年の１０月、結果が来たのが今年の１月

になってから、届いた文書から何も詳しく知ることができない

ようです。 

これで、子供たちを守ることが出来るのでしょうか？疑問です

ね。 

 

ただ、これまでの結果からＡ４のＣ判定の人はいないようです

が、Ａ３のＢ判定は０．７％だそうです。（３，７６５人中ですが） 

 

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

しあわせのかくしあじしあわせのかくしあじしあわせのかくしあじしあわせのかくしあじ    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。 2012-04-25 07:36:31  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/45fed7ff

74e7209e09245c5bbc9232b4 

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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避難先の新潟県三条市は 今 ・・・ 桜満開 

 

からいお塩は 

おいしい おしるこのかくしあじ 

 

からい くるしみ かなしみ 

そして わかれ 

みいんな しあわせのかくしあじ 

 

ひとふり ふたふり ・・・ 

ほら ！ しあわせが 

とってもおいしくなったでしょ 

 

しあわせのかくしあじ ・・・ 

 

やはりやはりやはりやはり    薬剤は薬剤薬剤は薬剤薬剤は薬剤薬剤は薬剤    ・・・・・・・・・・・・    連用は連用は連用は連用は    ・・・・・・・・・・・・    

 2012-04-26 22:00:20     

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/9e2e14

362ef4931a791adf2b210a3a4f 

 

弥彦神社を訪ねて 

 

一ヶ月ぶりに訪ねてこられたＡさんをみて 

薬のせいだったのだ ・・・ 

会った瞬間の顔の輝きで 確信を持ちました。 

 

活気がなくなり 

意欲もなくなり 

歩くこともままならなくなり 

・・・呂律もまわらなくなり 

尿失禁まで出現して ・・・ 

このような状況下に 

家人から相談があったのが 一ヶ月前でした。 

 

まずは 「 ○○が極めて怪しい ちょっと服用を休んでみま

しょうか 」 

と提案しました。 

 

・・・ しっかりとしゃべるようになっていました。 

一人で近くの温泉にもでかけたそうです。 

 

今は安易に 

抗不安剤 睡眠剤 抗うつ剤 が処方されています。 

非常に由々しきことだと思います。 

 

短い期間に限って うまく処方するのであれば 

さほど問題にならないかもしれませんが ・・・ 

それは 処方する医者が 

責任を持ってホローする という前提のもとでの話です。 

 

薬を処方するということは 

すなわち 毒を盛る ・・・ ということです。 

 

したがって 非情な決断が要求されますし 

ふつうは 身の引き締まる思いを持つものでしょう。 

 

うがった見方になるかもしれませんが ・・・ 

ゆっくりと患者さんと向き合って 

言葉を交わす時間を割愛するために 

睡眠剤や抗不安剤で お茶を濁しているような 

そんな印象を強く受けるのですが ・・・ 

 

確かに 使いようによっては 有用な薬剤ですが 

やはり 薬剤は薬剤 

連用は避けるのが自然だと思います ・・・ ね。 

 

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

移転のお知らせ移転のお知らせ移転のお知らせ移転のお知らせ    

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。 
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 2012 年 04 月 27 日 21:07 

http://blog.livedoor.jp/tsunahachi/archives/6272988.html        

  

この度、つながろう！八王子で！のホームページを開設致し

ました。 

当ブログは今日を持ちまして更新を休止し下記のページにて

更新致します。 

 

リンクを張って下さっている皆様には大変お手数おかけしま

すが、リンク先の変更をお願い致します。 

 

http://www.tsunagarou802.com/ 

 

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

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 28282828 日（土）日（土）日（土）日（土）    

南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

2012-04-28 17:17:19 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11236418471.

html 

  今日は、新潟の南魚沼市より青年会の方が炊き出しを行っ

ていただきました。 

 

 ご覧のように大盛況でした。 

 

 また、他のボランティアさんには「足腰の筋力アップ」体操を

教えていただきました。 

 

今日のボランティアさんは、 

  鹿島区受付  １７ 人   でした。 

 

 みなさん、本当にありがとうございました。 

 

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

【重要】仲町ボランティア活動センターは【重要】仲町ボランティア活動センターは【重要】仲町ボランティア活動センターは【重要】仲町ボランティア活動センターは 5555 月末までは継続月末までは継続月末までは継続月末までは継続    

/ / / / 小高区での活動について小高区での活動について小高区での活動について小高区での活動について    

南相馬 仲町ボランティア活動センター（災害復興支援ボラ

ンティアねっと）ブログ 2012 年 04 月 24 日(火) 15 時 43 分 48 秒 

http://ameblo.jp/v-home-net/entry-11232160189.html 

 

●仲町ボランティア活動センターは2012年5月末日までは継

続します 

昨日(2012 年 4 月 23 日)の投稿で、仲町ボランティア活動セン

ターは 5 月 6 日(日)をもって閉鎖とお伝えしましたが、調整の

結果、当センターは少なくとも 5月末日までは活動を継続でき

ることになりました。 

 

度々の変更で申し訳ありませんが、引き続きボランティア活動

への参加をぜひよろしくお願いいたします。 

 

●小高区でのボランティア活動について 

 

4月16日に警戒区域が解除され、避難指示解除準備区域とし

て立ち入りが可能になった小高区でのボランティア活動につ

いてお知らせします。 

 

これまで何件かお問い合わせをいただいておりますが、当セ

ンターが 4 月 22 日・23 日に立ち入り調査をしたところでは、

放射線量が高い地域もあることが確認されました。そこで当セ

ンターでは、市による除染活動などが進み、ボランティア活動

者の安全が確保されるまでは小高区での活動は見合わせ、

鹿島区・原町区内での瓦礫撤去などを主として行う予定で

す。 

 

現在、鹿島区にお住まいの方からのボランティア派遣依頼が

多数ありますので、当面の間は鹿島区での活動に特に力を

注ぐ予定です。 

今後とも、南相馬市へのご支援をよろしくお願いいたします。 

 

南相馬市 仲町ボランティア活動センター 

センター長 松本光雄 

 

【ボランティアにご参加ください】 

南相馬市原町区の仲町ボランティア活動センターは、基本的

に平日・休日を問わず毎日活動を行っております。  

常時ボランティアさんを募集しており、最低 10 人ぐらいのご参

加を呼びかけています。 
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【活動用器材・物資をご支援ください】 

活動に必要な器材や物資を募集しています。不足物資は随

時変わりますので、お手数ですがお電話いただくようお願い

します。 

 

あなたのあたたかいご支援をお待ちしています。 

(更新担当 中野) 

 

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

【南相馬市】今年も桜満開【南相馬市】今年も桜満開【南相馬市】今年も桜満開【南相馬市】今年も桜満開  

どっさりんこ (2012.04.26 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/5275.html 

東北に桜前線が北上し、どんどん綺麗な花を咲かせていま

す。 

相双地域でも今年も綺麗に咲いています。 

南相馬市の名所を巡ってきました。 

【小高区小高神社】 

  

  

【雲雀が原】 

  

  

【道の駅南相馬】 

  

  

 

【夜ノ森公園】 

  

  

相双地域では今が本当に満開です。 

桜を見に行くと「去年は桜を見る余裕も無かったけど、今年は

本当に心から桜が綺麗だな～っと思うことが出来る」と 

話してくださった方々が多かったです。 

一つ一つは小さい花ですが、集るとこんなにも綺麗に咲き、

人々を感動させ、元気をくれる花、桜。 

 


