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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５月２１日夜南相馬市から５月２１日夜南相馬市から５月２１日夜南相馬市から５月２１日夜    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！ 2012-05-21 19:23:01 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d582fff9bc95a6c08

2595244f88bc127 

『放射線量』 

ある方からいただいた資料では、南相馬市の環境放射線測

定値は、原発事故前の平常時が 0，05 マイクロシーベルト、

年間は 0，4 ミリシーベルトだったようです。 

現在は 0，37 マイクロ、年間 3，2 ミリぐらいですが、国の除染

目標値は 0，23 マイクロ、年間 2，0 ミリこれは平常の５倍です。

年間1，0ミリシーベルトでは毎時では0，11マイクロシーベル

トでなくてはなりませんがそれでも震災前の２倍です。 

除染はまだまだ、始まりません、去年、学者さんが民間の住宅

１件の除染費用を調べましたが、確か５７０万円と言っていまし

たが、国から出てきた予算では１件７０万円ぐらいと聞きました

が、それで本当に効果的な除染になるのか疑問です。 

法律でいう、管理区域とは１ミリシーベルトが限界となっている

ようです、そこでは飲み食いはできませんし１０時間以上滞在

してはいけないとあります。私たちはそんな中で暮らしている

のでしょうか、それが正しいとしたら福島県では住めないとい

うことですか？ 

危険、危険の基準ではそうなるようです。でも住んでいます、

どうしましょう。。 

 

南相馬市から５月２３日水朝南相馬市から５月２３日水朝南相馬市から５月２３日水朝南相馬市から５月２３日水朝     2012-05-23 05:05:09    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/c702b87e1908e88c

e5d3b95a58da6480 

『消費税』 

昨日、補助金の資料をつくりながら、テレビ（国会中継）を見て

いましたが、いよいよ消費税増税が決まってしまうのでしょう

か？民主党も自民党ももはや変わりません、どっちもどっちだ

と感じました、共産党はいつのも大企業批判ですが、言って

いることはもっともです。 

なるほど、と感じたのはみんなの党の江田さんの話し、景気

が悪い時に増税をしたら、もっと悪くなる、橋本内閣時の時の

ことや、最近のギリシャの事例などを上げていましたが、本当

にそうだと思います。今の微妙な経済状況の中での増税は消

費を冷やすのは間違いないですね。 

そんな中、その消費後退、さらなる景気後退、ますます厳しく

なる小売り業にあって、そうした社会情勢での対策を取りつつ

ある企業があります。イオンです、イオンは今、安売りのスー

パーを増やしています、さななるデフレ社会に対して安売りの

店を今ある店を転換しても増やしています。イオンといえばト

ップは岡田さん、？そう民主党の今の副総理、増税推進者の

お兄さんです、弟が増税して景気後退させるのを見越して今

から手を打っています。 

皮肉なものですが、イオンを見ていると、これから小売業はま

すます厳しくなる予感がします。 

増税ずるなら、景気を回復させてからにしてほしいものです、

そして消費税は外税にしてほしいです。内税では零細企業は

持ちません。 

 

昨日のブログに掲載するのを忘れました。 

夜ノ森公園です。 

 

 

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

死ななければならない死ななければならない死ななければならない死ななければならない    ・・・・・・・・・・・・    生き方生き方生き方生き方    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

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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現地報告です。 2012-05-26 09:00:57  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/24f30ba

c3271aab0a99168d1c3f62eac 

 

遠足 

 

いまどこかで 赤ん坊が生まれている。 

そして いまどこかで人が死んでいる・・・と よく言われます。 

 

なるほどそうでしょうが ・・・ 

その生まれたり死んだりが他人のことだから 

わりに平気で私たちはそんなことを言ったり考えたりしますが 

もしそれが自分のことだったら 

・・・ なかなか落ちついてはいられません。 

 

生まれる方は わからないからよいけれど 

死ぬ方は 大変です。 

 

自分がいよいよ今死ぬ と想像して 

平気でいられるのは ・・・ 普通の人ではないでしょう。 

よほどモウロクしているか 

さもなければ よほど人生について深く深く納得している人か

もしれません。 

 

いずれにしても 普通の人は 

自分が 今日か明日には死ななければならない 

・・・ と知ったら 平気ではいられません。 

大抵の人は そうなったらやり切れなくなって 

なんとかして その場合でも平気でいられるようになりたい 

・・・ と いろいろ工夫してみるでしょう。 

 

もし 不安や恐怖心をムリに消さないまでも 

そのままで ともかく死んで行ける道があったら ありがたい 

・・・ と 普通の人は思うでしょう。 

 

人間は 生まれてから死ぬまで・・・人間でありたいものです。 

死ぬのなんかヘイチャラだ と本当に思う人があるとすれば 

・・・ どこかおかしいのではないかと思います。 

 

人間が人間であることを自ら否定しないで 

不安や焦りにも追われず ゆったりと生きていけるなら 

・・・ それが一番よい生き方ではないかと思いますね。 

 

老齢期最大の敵老齢期最大の敵老齢期最大の敵老齢期最大の敵    ・・・・・・・・・・・・    心の逃避心の逃避心の逃避心の逃避     

2012-05-25 09:00:09  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/d/20

120525 

 

遠足 

 

老人に対して いま必要なものは 

生きがいのある社会参加 ・・・ ではないでしょうか。 

 

老齢期は 病齢期ではありません。 ・・・ ここがポイントで

す。 

 

老人も 生きているうちは働くことです。 

周囲の人々に奉仕する使命感に立つことです。 

 

老齢期の最大の敵は 

老人なんだから もう働かなくていい という思い 

老人なんだから お世話になって当たり前 と思う ・・・ 心の

逃避です。 

 

今日の日本の社会機構は 能率主義に偏し 

老齢者から職場を取り上げ 

社会参加の機会を失わせ 

老齢者のための福祉へと追い込んでいるように思われます。 

 

保護 ＝ 疎外 ・・・ となってしまっています。 

 

＊ このところ 老人を対象とする講座・講演依頼が２件 ・・・ 

控えています。 
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############################################# 

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24242424日（木）日（木）日（木）日（木）南相馬市生活復興ボラ

ンティアセンターのブログ  2012-05-24 17:57:27 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11259352701.

html 

  今日は、良い天気で気持ちのいい一日でした。 

 

 ある仮設住宅では、「味の素」さんによる料理教室が開かれ

ていました。 

 

 おいしくできましたよ～。 

 また、サロンでは、長崎県から健康運動指導士の方が来てく

ださいました。 

 楽しみながら出来るゲームや体操をたくさん紹介していただ

きました。 

 

 みなさんとても楽しまれ、好評でした。 

 

本日の屋外ボランティア活動は、 活動場所 ２件 

活動いただいた方 ３９人   でした。 

 

 仮設住宅支援のボランティア活動は、 活動場所 ７件 

        活動いただいた方 １１人   でした。 

 

 合計  ５０人のボランティアのみなさん、ありがとうございま

した。 

 

屋外ボランティア活動について 

 5 月 25 日（金）のニーズ件数は 2 件  

ボランティア人数 30 人程度 を予定しています。 

～お知らせ～ 

 

 旧警戒区域内の後片付けを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、９：００から鹿島区社会福祉セン

ター」（南相馬市鹿島区西町２丁目１１７）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。 

 

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

インド味噌らーめんの「お食事の店インド味噌らーめんの「お食事の店インド味噌らーめんの「お食事の店インド味噌らーめんの「お食事の店    ともえ」定食もおともえ」定食もおともえ」定食もおともえ」定食もお

いしいいしいいしいいしい  

どっさりんこ (2012.05.23 10:30) 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/5438.html 

たくさんのお客さんからの営業再開の声に応え 

2011 年 10 月から再開した 

特製カレースープのインド味噌らーめんが評判の 

「食事の店 ともえ」 

あまりのおいしさに、このブログでも何回も三回も紹介してい

ます。 

 

［相双ゆたどさ］： 

  祝 営業再開「食事の店 ともえ」(2011.10.13：掲載) 

  冬のインド味噌らーめんチーズ入り(2011.1.19：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) 

 

辛口つけめん、こってり野菜たっぷり醤油らーめんなどおいし

いラーメンのお店ですがゴジラカレーやオムカレー、定食も

おいしー。 
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今日は、鉄鍋で提供される「もつ煮込み定食」 

食べ終わるまでアツアツで、クチにするととろける柔らかさの 

ともえさんのもつ煮。 

  

 

 

3月までの冬限定、カレーにとろーりチーズがしあわせな冬の

インド味噌らーめんに続き夏限定メニューを準備中だそうで

す。 

楽しみーっ♪ 

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

◇食事の店 ともえ 

営業時間：11:00～15:0 

定休日：火曜 

TEL：0244-24-4677   

住所：福島県南相馬市原町区南町 3-77 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/  

 

「見えた！金環日食」石神中で観測会「見えた！金環日食」石神中で観測会「見えた！金環日食」石神中で観測会「見えた！金環日食」石神中で観測会    

南相馬市 写真で見る東日本大震災【2012 年 5 月 21 日】 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2012-05/nissh

oku.jsp 

  原町区の石神中学校では、「金環日食観測会」を開き、全

校生徒 197 人が参加しました。登校時間を 1 時間ほど早め、

生徒一人ひとりに日食を観測する専用のグラスが配布され、

午前 7 時 40 分ごろに太陽と月が重なり光の輪ができると歓声

が上がりました。 

  

▲天体ショーに見入る生徒 ▲太陽を指差し歓声をあげる 

 

～石神中学校での金環日食～ 

  

△7 時 25 分  △7 時 38 分 

  

△7 時 41 分  △8 時 1 分 


