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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    

    

2012201220122012 年年年年        東北の関西人東北の関西人東北の関西人東北の関西人    

被災者と被災地で働く全ての人がまた普通の生活に戻れま

すように。 2012-01-01 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-11247054973.html 

知人のご好意で借りていた家に住み始めて 1 年、 

そろそろちゃんと家を探そうということになりました。 

いや、借り始めた頃からずっと探してはいたのですが 

なにぶん収入も十分に無く、マルス（大型犬）の事もあり 

見つかったと思ってもあとで断られたりが何回か続いたり 

見学に行こうと思ったら 1 日違いで決まっちゃったり 

なかなかいい物件がなかったのです 

大型犬を賃貸で…という物件は実はレアで 

みんな狙っているんですねえ 

 

でも今回、いい機会にいい家が見つかりました 

太秦の商店街で古くて犬がオッケーなんです 

庭はないんですが、そこまでは求められません 

 

「いいやんいいやん、ここに決めよう」となって 

やっと契約にこぎ着けたと思ったら 

ちょっと問題が出てきました 

震災のため、私たち夫婦の去年の収入がゼロに近いという

ことです 

保証会社がそこら辺の事情を汲んでくれるといいのですが 

まだ結果は出ていません 

入居予定は 6月1日なのでそれまでに結果は出ると思いま

すが 

今までの数々の断り続けられた経験が頭をよぎり… 

 

でも結果がまだ出ていないうちに悩んでも仕方ないので 

とりあえず電話待ちします！ いい方に考えて！    

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

南相馬市から５月９日水朝南相馬市から５月９日水朝南相馬市から５月９日水朝南相馬市から５月９日水朝    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！ 2012-05-09 05:09:30 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/c18614523cdfd135

14765f4bcdb04b10 

『安い野菜』 

サイヤでは例えば、ホーレン草、もちろん福島県産、南相馬

市産、多くは高平産ですが、ハウス栽培の良いホーレン草は

１束９８円、露地ものなどは１束６０円２束で１００円、少し大きく

伸びたものは大袋に３～５束入って１００～１５０円で販売して

います、今日は市場が休みなのでもうないかもしれません

が。 

ホーレン草でも作り方で、やはり出来が違ってきます。上手な

生産者の方の作った野菜は日持ちもよく、美味しそうですが、

今は出荷前に放射能の検査を受けなくてはならないので、野

菜を検査に出して結果がくるまで１週間ほどかかるため、その

間に葉物などは大きく成長してしまい、でっかくなってしまうと、

安くなってしまうのです。 

だから、サイヤではホーレン草の値段が何種類もできてしま

います。 

そうすると、電話が来ました、あまり安く売っているので、大袋

のホーレン草は放射能は大丈夫ですか？と、買っていったら

家族に心配だと言われたようです。 

 

あまり、安いと余計な心配をかけてしまうようです。 

しかし、今は地物野菜の種類が少なくて困っています。トマト

などはまったく出荷されていません。これから出てくるとは思

いますが、困っています。今は福島いわきのサンシャイントマ

トと栃木産のトマトを販売しています。 

野菜、果物に限って考えれば、売上は震災後相当なダウンで

す、サイヤでは地物中心で販売してきましたから、その地物

が出てこないのはダメージが大きいです、そのことを東電は

まったく考慮してくれません、いまだ、賠償の連絡も来ません、

もう一度出しなおしてやろうかとも思っています、遺失利益１０

０％にして。 

 

南相馬市から５月１２日日朝南相馬市から５月１２日日朝南相馬市から５月１２日日朝南相馬市から５月１２日日朝     2012-05-13 06:10:45    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ebeef713f82854d2

118d767a85d5aa7c 

『沈黙は肯定』 

次から次に問題が出てきます、放射能汚染がいつ、どこで収

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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束するのか？ 

自然災害の地震、津波は避けられなかったと思いますが、そ

の後の原発の爆発はどうでしょうか。クリーンで安価なエネル

ギー、安全だと言われ続けてきた原発。 

その安全神話が今回、崩壊しました、その結果、人の手では

制御できない放射性物質が広範囲に飛散しその地に住む

人々の生活を破壊しています。 

経済性と地球温暖化とうたい文句に狭い国土に５４基の原発、

それを黙認？容認？してきた私たちがいます。その結果、い

つ収束するかわからない先の見えない状況に陥ってしましま

した。 

唯一の被爆国なのに、その放射能の恐ろしさを体験しながら

（核の平和利用）という隠れ蓑を見抜けなかった、声にしてこ

なかった、沈黙は肯定、私たちには関係ない、自分の問題で

はない、としてきたことにも大きな問題があるようです。 

今、ＴＰＰ，消費税、など多くの問題が出てきています、それも

また、沈黙でいいのでしょうか？反対なのか、賛成なのか、分

かりやすい意思表示は、選挙なんでしょうが、今の民主党に

見られるように、民意が反映されないようでは、選挙もダメなの

かな？ 

そうなると、行きつくところ、テロしかないのかな？だんだんア

ルカイダの気持ちが分かってくるような危険な事にならなけれ

ばいいのですが。 

 

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

まずまずまずまず    ＜＜＜＜    古古古古    ＞＞＞＞    をよく知りをよく知りをよく知りをよく知り    ・・・・・・・・・・・・    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。 2012-05-10 20:00:56  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/a6c8fcb

9624e75b5b94bd624091fc5bc 

 

散策 

 

当今の世の中 万般の諸問題において 

＜ 温故 ＞を怠って ＜ 新 ＞だけを求める ・・・ 

そういう あさましい風潮があります。 

「 古いこと ＝ まちがい。 

ゆえに 古きを否定することが 

進歩的で 新しい生き方 」 

・・・ そのような「 馬鹿みたい 」な 

オッチョコチョイで 単細胞的な考え方が 横行しています。 

 

その根元の責は 一部の しかし 強大なマスコミにあるので

しょうが 

＜ 温故 ＞を怠るから 永遠の価値がわからない。 

だから 思想が すべて”根無し草”となり 

考え方 生き方が・・・混迷 混乱をきわめることになるのです。 

 

はやい話  

＜温故知新＞が すでに二千五百年も昔の言葉なのです。 

しかも こんにちなお ピチピチ活きているのです。 

すなわち 永遠の価値をもっているのです。 

こんな言葉を引き出すことが 

すでに 一つの＜ 温故 ＞ なのですね。 

 

告げ口告げ口告げ口告げ口        2012-05-13 21:33:37  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/cd5f3b0

4225bf2b936dc688dbd18291f 

 

散策 

 

人は何故 告げ口をしたくなるのでしょうか。 

他人の悪いことを見つけて 方々に触れ歩いたとて 

自分が醜くなるばかりで 自分の生活を 少しも美しくするも

のではありません。 

 

然るに 時間を潰して わざわざ告げ口して歩くのは 何故で

しょうか。 

相手が皆から悪く思われることが 自分に有利なためかもしれ

ません。 

他人を悪く言うと 自分が美しく見えるつもりかもしれません。 

 

もし 自分の女房が 

よその奥さんのこういうところにアザあるのよとか 字が下手な

のよとか 
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亭主に告げ口するときは  

顔がキレイでも頭が悪いとか 立派に見えるが教養がないとか 

いうことを言いたいのです。 

 

何のために そういうことをいうのかといえば 

・・・ 女房の心に 自信がないためです。 

亭主は それ故 

・・・ 安心して その告げ口を聞いておればいいのです。 

 

告げ口する人の心に立ち入れば 一概に告げ口が悪いとは

いえません 

・・・ これは 自信のなさの告白です。 

 

敵であっても これを超える能力があるつもりの人なら 

・・・ 悪口などいいません 

反って 褒めることさえあるものです。 

 

問題は 告げ口ではなく ・・・ 告げ口したい心です。 

なにはともあれ ・・・ 職場などでも同じことですね。 

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

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    5555月月月月12121212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  2012-05-12 20:47:05 

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

html 

 今日は、市内のいろいろなところでイベントを行っていたよう

です。 

 当ボランティアセンターでは、コロッケさんを筆頭とするもの

まねタレントの方が 

 いらっしゃってくださったので、そのお手伝いをさせていた

だきました。 

 今回は、「ものまねキャラバン」ということで、ものまねタレント

の方４名が来てくださいました。 

 コロッケさん・コージー冨田さん・ツートン青木さん・トニーヒ

ロタさんが、それぞれ素敵なステージを披露してくださいまし

た。 

 子ども達もたくさん来てくれて、楽しいひとときをいただきま

した。 

 また、コロッケさんをはじめとする４名の方は、遅くまでサイ

ンや写真撮影を希望者全員に応えていました。 

 本当にありがとうございました。 

 

 また、ボランティアの皆様も裏方として駐車場係などのお手

伝いをいただき、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  ２０ 人   で

した。 

 みなさん、本当にありがとうございました。 

～お知らせ～ 

 旧警戒区域内の後片付けを５月１８日（金）からボランティア

さんのお力をお借りして進めることにいたしました。 

 ボランティアさんの受付は、５月１８日（金）９：００から原町区

福祉会館（原町区小川町３２２－１）で行います。 

 活動場所は、上下水道が復旧していませんので、飲み水は

各自たくさんの用意してきてください。 

 また、ホームページ内に最近よくいただくご質問をまとめた

ページを作成しました。お電話でお問い合わせいただく前に

ご一読いただくと助かります。 

 みなさんのご協力をよろしくお願いいたします。 

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

5/9(5/9(5/9(5/9(水）水）水）水）[[[[はぴスタはぴスタはぴスタはぴスタ]]]]で紹介。本格イタリアンが味わえるで紹介。本格イタリアンが味わえるで紹介。本格イタリアンが味わえるで紹介。本格イタリアンが味わえる

お店『お店『お店『お店『accavalcareaccavalcareaccavalcareaccavalcare』』』』  

どっさりんこ (2012.05.09 11:16)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/5361.html 

TUF(テレビユー福島)、2011 年 10 月 3 日 月曜日にスタート

した 

月曜～金曜の朝 9:55 からの情報番組 ハッピーになれるスタ

イルを提案する 福島の午前の生放送！  「はぴスタ」 

 

【 TUF ： テ レ ビ ユ ー 福 島 】 「 は ぴ ス タ 」 （ URL ：

http://www.tuf.co.jp/hapisuta/） 

【相双ゆたどさ】： 

 ［はぴスタ］で紹介【南相馬市】銘醸館・食彩庵（2011.10.6：掲載） 

 ［はぴスタ］で紹介【相馬市】おすすめ紅葉スポット・お食事処たこ八

（2011.11.21：掲載） 

 ［はぴスタ］で紹介【相馬市】松川浦で海の幸（2012.1.11：掲載） 

 ［はぴスタ］で紹介。相双のおいしいラーメン特集。（2012.2.20：掲

載） 

 ［はぴスタ］で紹介。相馬・新地の”はる”ふたつ（2012.3.21：掲載） 

 ［はぴスタ］で紹介。相馬・新地の”はる”ふたつ（2012.3.21：掲載） 

［はぴスタ] で紹介、復興願う”復興丼”誕生（2012.5.8：掲載） 

相双ビューロー「はぴスタ」取材に同行 

  飯舘村の”あのお店”相馬市内で営業再開（2011.11.15：掲載） 
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  ［はぴスタ］で紹介。尚ちゃんラーメン（2011.12.20：掲載） 

昨日（5/8）に私も出演しましたが、今日（5/9)にTUF「はぴスタ」

で南相馬市原町区あるお店、『accavalcare』を取材すると聞き

つけ、私たちも同行させていただきました。 

出演は南相馬市ふるさと回帰支援センター（道の駅「南相馬」

観光交流館内）スタッフのＴさんです。 

かわいらしくて私の大好きな人の一人です。 

   

撮影は『accavalcare』に併設されている『aim』（洋服店）から始

まりました。 

『aim』は素敵な洋服ばかり飾られています。私も買い物させて

いただいています。 

そして『accavalcare』へ。店長の小澤さんが笑顔で迎えてくれ

ました。 

  

早速撮影再開です。厨房に入り作る風景を撮影、作っている

間に料理が運ばれるまでにテーブルのセッティングを！！ど

っさりん子もお手伝いさせていただきました。 

  

撮影セッティングも和気藹々です。厨房からは美味しそうな香

りが漂ってきます。 

続々と料理が運ばれてきました。 

  

どれも美味しそうなものばかり！！見ている私たちもよだれが

止まりません。 

『スペシャルランチ(1500円）』、お肉も食べられるからスペシャ

ルです。 

 

  

トマトソースは店長がこってこって作り上げた一品。トマトソー

スは濃厚なのに、口に入れると、さっぱり。 

トマト特有の酸味はなくトマト苦手な方でも食べられます。 

お肉にもこだわり、ナイフをいれるとスーッと入っていきます。

本当に柔かい。 

サラダのドレッシングも店長が作成。全部が美味しくてどんど

ん口の中に入ります。 

 

撮影も順調に終わり、撮影終了後みんなで食べちゃいまし

た。 

   

『accavalcare』の小澤さんが料理に対しての想いや南相馬市

のこれからの事を話してくれ、私たちも勉強になりました。 

是非、本格的なイタリアンを食べに行ってみてください。 

本当においしいですよ～。 

 ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

  accavalcare （アッカヴァルカーレ） 

住所：福島県南相馬市原町区旭町 1-15 

tel：0244-24-1754 

営業時間：ランチ：11 時～14 時 ディナー：17 時～21 時 

定休日：火曜日 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★  


