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品の 1250 個の内基準超えの商品が１個あるかぐらいでの約
１０％ほどの基準だそうですが、日本では５０％だそうですが、
そこがいまいちよくわからないのです。

南相馬ブログ新聞

どんなことでも、ゼロという事は無いはずですから、リスクはな
んにでもあるはずですから、他にも添加物や残留農薬の問題
もあるはずですから、危険は何にでもあるということを、考えな
くてはなりません。

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
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。同じ被
れぞれの立場での本音が書かれています。
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。

日本の大臣の発言で、日本の基準１００ベクレルがどこかに飛
んで行ってしまいました。
スーパーはもとより、生産者の方たちも１００以下での基準を
設けて出荷する努力をしているようです。聞くことろには、国
の基準１００ベクレルを越してしまうと、その地域全体で出荷停
止になるので、自分の不注意で多くの人に迷惑が掛からない
ように、事前に検査して確認してから出荷したいとのことのよう
です。地域でも事情はいろいろ違うはずなのに、一律に網を
かけようとする行政の矛盾があるようです。

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

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５月１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！ 2012-05-01 05:20:22

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/54e11b801082dfaa
46b04c45b1225e84
『小高区』
飲食禁止？とは知りませんでした。消防さんは２４時間勤務で
自炊です。勤務中、買い出しにいけないので配達を頼まれま
した。少し遠いのですが、原町署には毎日行っているので、
断ることはできませんね。みなさんでお金を出し合って食材を
購入して作っているようです。
ただ、小高署は人数がまだ少ないようです。

ＥＵでも２５年たっても、食品の検査の重要性を重んじている
わけですから、始まったばかりの日本では、まだまだこれから
徹底して地元密着で検査体制が必要でしょうね。
どこに行っても、気軽に検査ができる、体制作りが大切ですよ
ね。
南相馬市から５月４日夜 2012-05-04 19:27:13
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/9e18de4e4ce45e5d
04cec2580d602d8b
『悲しみの大地』
悲しみの大地、と人は呼ぶが、ここで暮らしている人々のこと
は知らない。
放射能のたべもの、放射能の家、放射能の大地、そして放射
能のふるさと。
問題は放射能ではなく、いのちのことなのに。
いのちとつながっている、ふるさとのことなのに。そんなことは
誰も云わない。
ただ危険だから逃げろ、と云う。

小高区の住民の方たちは、今は住宅の片づけに出たり入っ
たりしているようですが、住むにはまだまだ時間がかかるし、
戻る人も半分もいないんじゃないかと聞きます、特に若い世
代は戻らないでしょうね。金房小学校の除染をしていたそうで
すが、除染に使う水を、名前は忘れましたが、毎年花火を打
ち上げている川、あの川から汲んで使っていたとのことです
が、汚染された川の水を使って除染？どうなんですかね、違
和感があるのですが。
南相馬市から５月２日夜 2012-05-02 19:28:48
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f8ce932b09c5ca9d
972b8c6ed11705f2
『ＥＵでは１２５０ベクレル』
食品の基準、ＥＵでは 1250 ベクレルだそうです。本当は
2010 年に廃止になるはずだったようですが、基準を超えたも
のが出たため、10 年延長になったそうです。流通している食

いまだに花も咲くし、穀物だって収穫できる、空はひろがり、
鳥たちが舞う。
何もわからない、わたしのふるさとだ。
悲しみの大地、と人は呼ぶが、この大地にいのちを全うしたい、
という気持ちを、誰も知らない。
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だから私は 生活のために働くということはしない。
そして ほんとうに自分がしたいと思うことだけをしてきています。

チェルノブィリ、ベラールーシ、ドゥヂチ村。ここがわたしのふ
るさとなのに・・・・。

私は いま ・・・ 原発震災避難者です。
映画 ナージャの村より
沢山のものを失い ・・・ よく解りました。
大切なのは ・・・
「 はじめっからなかったと思う 」 ということだと。

問題は放射能ではなく、いのちのことなのに、みんな放射能
の値に振り回されているけど、いちばん大切なのはいのちの
こと、ふるさとのことですよね。

こういうときには ・・・
「はじめっからなかった」という目で見直せばいいのですね。

人を警戒区域を解除して返す前に、人が入らないうちにイン
フラを整備し、除染をしてから、返すべきだと思いますが。

見える ・ みえる 2012-05-04 05:11:15
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/beaab1d3
47bde04ce3ebc0e3ae546cfe

#############################################
はじめっからなかった ・・・ 原発震災避難者のつぶ
やき 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。 2012-05-02 15:10:43
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/45fed7ff
74e7209e09245c5bbc9232b4

私のＧＷ ・・・ 名水百選を写し 喉を潤おす ・・・甘露 甘露
なんとなく落ちつかないのは
・・・ 比較の中に生きているからです。
私のＧＷ ・・・ 田んぼの畦道で 豊かな豊かな昼食です。

他人と比べ 過去と比べ 未来を推量して
現在の現実に 全身の重みをかけていないからです。

私は 自分の生活は
一生のあいだキャンプ生活だ ・・・ と思っています。

これに気がつけば 見える景色が変わってしまいます。
よく見えます。
山も 谷も
近道も 回り道も
邪魔物でも 何でも よく見えるようになります。
オタマジャクシは オタマジャクシでいいのです。

人間 どんないい生活をしたって ・・・ どうせ死んでいく。
生きているのは ・・・ しばらくの間の出来事でしかない。
とすると ・・・ しばらくの間を惜しんで
したいこと しなければならないことがたくさんある。

ドジョウや ハヤを見て
羨ましがることも 羞ずかしがることもありません
オタマジャクシは オタマジャクシを
懸命に生きればいいのです。

生活なんて 要するに ・・・
どうにか食えて どうにか今夜寝るところがあればいい。
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そのうち 蛙になるでしょう。
そして 蛙になったら 蛙でいいのです。
鰻や 鯉や ワニと 比べることはないのです。
蛙が 蛙を懸命に生きればいいのです。

-MJC アンサンブル
http://mjcensemble.web.fc2.com/
-春夏秋冬(所属団員のブログ)
http://ameblo.jp/mjc-ensemble/
-ブログ開設の裏側
http://ameblo.jp/mjc-ensemble/entry-11198907144.html

ウロウロすることはない ・・・ のです。
#############################################
今日のできごと 5 月 6 日（日）南相馬市生活復興ボラ
日（日）
ンティアセンターのブログ 2012-05-06 17:17:41
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11236418471.
html
今日は、午後から大雨と雷でした。その影響で停電になっ
てしまった地域もあったようです。

ウイーン少年合唱団
-ウィーン少年合唱団 2012 年公演
http://japanarts.co.jp/html/2012/chorus/wsk/index.htm
-ウイーン少年合唱団 wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B
C%E3%83%B3%E5%B0%91%E5%B9%B4%E5%90%88%E5%94%B1%E
5%9B%A3

みなさんのところは大丈夫ですか？
主なツイートは
今日は、ボランティアの方に歌を披露していただきました。
・F1 ドライバー小林可夢偉の応援が基になった。
・ウイーン少年合唱団５００年の歴史の中で少女合唱団との共
演は初めて
・・・などでした。
#############################################
【南相馬市原町区】春の市民祭り
どっさりんこ (2012.05.02 10:20)
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/5313.html
福島市内では 30 度を超えた 4 月 29 日、南相馬市原町区も暑
いくらいの日に『春の市民祭り』が開催されました。

ありがとうございました。
今日のボランティアさんは、
鹿島区受付

４ 人

でした。

みなさん、本当にありがとうございました。
#############################################
南相馬市の少女合唱団 MJC アンサンブルとウイーン
少年合唱団の合同ミニコンサート
togetter 2012 年 05 月 2 日(水)

http://togetter.com/li/297357
サントリーホール前の広場で、被災地南相馬市の少女合唱団
MJC アンサンブルとウイーン少年合唱団の合同のミニコンサ
ートが開催されました。その関係のツイートのまとめです。

元気に泳ぐこいのぼりもお迎えしてくれました。そして露店も
沢山。子供達も大喜びです。

MJC アンサンブル
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休みを利用して全国から災害ボランティアが訪れ、被災家屋
の後片付けやがれき撤去などに汗を流しています。

今回も沢山のイベントも行われました。中でもに沢山の笑い声
が聞こえたのはお笑い芸人による『お笑いショー』。
ステージ前の用意されたイスには座れないくらいの人が！そ
してお腹をかかえて笑っていました。
マジックも披露され、みんな驚きと笑いで満ち溢れていまし
た。

▲力を合わせて木の根を運び出す▲庭にたまった泥の撤去作業

▲道路わきには大量の･･･

▲泥をかき出す皆さん

その他にも『相馬流山二編返し』も披露され、今年の『野馬追
い』が待ち遠しくなります。

▲泥で埋まった水路を復旧

▲納屋の中にも大量の泥

▲畳を運び出す

▲作業を進める皆さん

そして『リサイクルコーナー』もあり、新聞紙を持ち込むとティッ
シュと交換してくれるブースもありました。
沢山の方々が新聞紙を持ち込みリサイクルに貢献しました。

例年よりは人の出は少なかったですが、笑い声とみんなの笑
顔が見れた『春の市民祭り』でした。
#############################################
全国からボランティア
南相馬市 写真で見る東日本大震災
http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2012-05/bora.jsp
【2012 年 5 月 4 日】
警戒区域が解除された小高区では、ゴールデンウィークの
4

