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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３１日夜南相馬市から５月３１日夜南相馬市から５月３１日夜南相馬市から５月３１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！ 2012-05-31 19:35:07 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/12a1dc163d9512d3

8aff5fb3ffe05305 

『東京電力』 

今日のお昼過ぎ、東京電力から電話が来ました。いよいよ

か？と思いきや、添付資料についてのあれこれの質問、そう

いったやり取りがしたくないから税理士先生を頼んだのに、意

味がないのでそちらで聞いてくださいとお願いしました。東電

の相談室で聞きながら作成したものが東電に拒否されたので、

これ以上こんなことでストレスを感じていたくないと、税理士に

頼んだのだから、これ以上はあまり東電と関わりたくないです

ね。真面目に提出しているつもりなのに、なんだかんだと難

癖つけられ、それにいちいち答えなくてはならないことをして

いるとなんだか自分が悪いこと、倫理観を試されているようで

気分が悪いですよね。一生懸命頑張っているのもが馬鹿をみ

る状態になっているようで、原発の二次災害が始まっていま

す。歪な社会を作りつつあるようです。飯館のおんちゃんが

来ましたが、もう飯館には帰れないことが分かったそうです。

あきらめたと言っていました。仮設でのお祭り騒ぎももう終わり

だそうです。そんなにハイな状態は続かないようです、これか

らはその反動で早くに亡くなる人が増えるようだと言っていま

した。まだまだ、東電、原発の被害は増え続けるようです。心

配なのは自殺ですね、増えなければいいのですが、原因の

ひとつは、決められないことですね、帰れるのか、ダメなのか、

今後どうするのか、それさえはっきり決めていってくれれば、

次のことに踏み出せるのに、国や東電がぐずぐず責任を押し

付けあっているだけで、何もはっきり決まりませんというより嘘

をつき続けているようで、信頼が持てないですね。 

 

南南南南相馬市から６月２日夜相馬市から６月２日夜相馬市から６月２日夜相馬市から６月２日夜     2012-06-02 19:20:20    

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/040bf2221447f02a

096a1db0ba9f43d0 

『地物野菜』 

今日、久しぶりに地物でない（きゅうり）はありますか？と聞か

れました。年配の男の方でしたが、残念ながらサイヤには地

物の（きゅうり）しかありません。以前に宮崎産とか栃木産など

を置いたこともありましたが、鮮度、美味しさでは地物にはか

ないません。放射能が気にならなければ、地物で充分です。 

今、露地もの野菜がたくさん出てきています。農家では作物

作って出荷して安くても保障されるようですから、今のところ損

はないようです。本格的に野菜作りが始まっています。 

  

サイヤで販売している地域の野菜の畑ですよ。 

 

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

不運のときこそ不運のときこそ不運のときこそ不運のときこそ    ・・・・・・・・・・・・    向上向上向上向上    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。 2012-05-27 23:00:34  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/6745d3

4f915c87d83a42f2c81a23531b 

 

牡丹園 

「人生は 私たちが人生とは何かを知る前に もう半分過ぎている」 

と嘆息したのは ・・・ 英国の詩人ヘンリーです。 

しかし 人生の半ばを過ぎたところでわかれば 上々ではな

いでしょうか。 

孔子が語った ・・・ 「 四十にして惑わず 」などでも 現代

人には至難です。 

通常 人は恵まれた情況に身をおくことをもって 幸福と考え

やすいものです。 

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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だから 恵まれない境遇の時には 

つい我が身の不運と他人の幸運をひきくらべてしまいます。 

でも 不安定な人生の禍福は 

昨日の幸運が 今日の不運の因となることすら珍しくありません。 

 

「 人は 幸運の時には偉大に見えるかもしれないが 

真に向上するのは ・・・ 不運の時である 」 

ドイツの詩人シラーが語ったことばは 

人生の妙味を見事についていますね。 

 

病気になったお陰で病気になったお陰で病気になったお陰で病気になったお陰で    ・・・・・・・・・・・・     

2012-06-01 11:47:03  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/8646f63

ae2a4fc5e4a65e073e9d68804 

 

大遠足 

病気になることは 過去の生き方への警告でもあります。 

自然が 「 あなたのこれまでの生き方には 問題がありますよ 」 

・・・ と 教えてくれているのです。 

 

だから そのことによく耳を貸して 生き方や生活を変えていけば 

かえって 健康になって長寿が保てたりします。 

また 病気になるのではないか 

という不安やストレスもなくなっていきます。 

 

それまで長年見えなかった 家族の結束が見えてきた 

・・・ と言う患者さんもいっぱいいます。 

かつて 自分が心地よいと感じていた行為が 

家族や周囲の人たちには 好ましくないことだったのかもしれ

ません。 

そういう意味で 私は 

「病気は神様からのすばらしいメッセージ」だとも考えています。 

私たちは 毎日 懸命に生きているつもりです。 

しかし その懸命さが正しいとは限りません。 

たとえ その行いが 自分の所属する社会や会社の中では正

しくても 

人間を 生かしてくれている自然や宇宙の法則には 

合致していない場合もあるのです。 

このようにして考えてみると 

難病だって  失恋だって  倒産だって 

その人が 新しく生まれ変わるために 

神様が 与えてくれた貴重なチャンスなのではないでしょうか。 

病気ばかりでなく このような不幸に直面すると 

今まで見えなかった「 本当の自分の姿 」 「 あり方 」 

・・・ が かえって見えてきます。 

 

そして そのことが 何よりも大切な気づきになるのです。 

 

☆ 私は 南相馬市小高区から新潟県三条市に避難する原

発震災避難者です。 

病気と原発震災被害を入れ替えてみますと ・・・ 学ぶことが

沢山ありますね。 

 

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

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    6666 月月月月 1111 日日日日((((金）金）金）金）南相馬市生活復興ボラ

ンティアセンターのブログ  2012-06-01 18:53:13 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11266314026.html  

 今日は、お昼ごろに雨になるとの予報でしたが、なんとか一

日持ってくれました。 

 

 今日は、サロンに音楽を披露してくださるボランティアさんが

来てくださいました。 

 

 いろいろな楽器を持ち込んで、すてきな音色を披露してくだ
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さいました。 

本日の屋外ボランティア活動は、 活動場所 ３件 

        活動いただいた方 ３１人   でした。 

 仮設住宅支援のボランティア活動は、 活動場所 ３件 

       活動いただいた方 １３人   でした。 

合計４４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 ６月２日（土）のニーズ件数

は６件 ボランティア人数 ７0 人程度 を予定しています。 

 

～お知らせ～ 

 屋外ボランティア活動については、 6 月 4 日(月)より活動日

を金曜日～日曜日に変更させていただきます。月～木曜日

はお休みとなります。※お仕事の依頼は毎日受け付けます。 

 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。 

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

【【【【    寄（ヤドリキ）から運ばれてくるものとは！？寄（ヤドリキ）から運ばれてくるものとは！？寄（ヤドリキ）から運ばれてくるものとは！？寄（ヤドリキ）から運ばれてくるものとは！？    】】】】    

ヨシユキ副園長 よつば青雲ブログ  

よつば保育園ヨシユキ副園長が、青雲の志で保育を綴る! 

2012 年 05 月 30 日 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/272603480.html  

【 寄（ヤドリキ）から運ばれてくるものとは！？ 】について書

かせて頂きます。 

これまでの経緯につきましては、【3.11 東日本大震災から一

年のその日その時間、私がいた場所。】 

にて前に記事にしましたので改めてお読みください。↓↓↓ 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/264294767.html 

「ドームハウス」は、全体はこんな丸っこくて 

 

外壁は寄の子どもたちが描いた個性あふれるカラフルな壁画

で 

 

天井から自然光だけで明るい室内 

 

子どもたちの笑い声が響きます。 

 

これがよつば保育園の園庭に、再び現れます。 

園庭にみんなが集う、新たな寄（ヤドリキ）が生まれます。 

作者の斎藤史門さんのご協力を得て移設は６月２日～を予定

しています。 

 

そこで、このブログを読んでいる皆さんにお願いがあります。 

ドームハウスの移築・運搬費用等に約 30 万円ほどかかります。 

（材料費やトラックレンタカー代など） 

神奈川の皆さんでカンパなどで約10万円集めたそうですが、 

現在、残り 20 万円の不足となっています。 

このドームハウスは、神奈川と南相馬の子どもたちをつなぐシ

ンボルであり、…ご縁です。 

 

壊してしまうのは簡単なこと。 

でも、壊さないで移設できるなら、子どもたちの夢は残してお

きたい。 

さらにそこの場所が、たくさんの思いが宿る木…寄（ヤドリキ）

になったら子どもたちや疲れた大人たちがそのドームハウス

の中でホッと安らげる場所になったらどこよりもとてつもないパ

ワーが集まるパワースポットと成りうるのだと思います。 

 

砂場も中に作れたら、放射能を気にしなくてすみます。 

イスを置いたら、みんなで集まっていろんな話ができます。 



 南相馬ブログ新聞 平成 24 年 6 月 3 日(日) 第 146 号 

 4

キャンドルの灯りで、夏の夜にノンアルビールなどで乾杯！ 

もちろん、怪談話も…。 

いろんな使い方ができそうで。 

使い方は皆さんからも大募集！！ 

 

というわけで、何とか実現させたいのです。 

どうぞご協力いただけますと助かります。 

なお、このことは朝日新聞にも載りました。 

朝日新聞ＷＥＢ版にも載っているのでコチラをごらんくださ

い。 

↓↓↓↓↓↓ 

http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000001

205290002 

以下、振替口座です。今回の企画を進めてくれている愛にあ

ふれた半田夫婦が、受付窓口となっています。 

●ゆうちょ銀行口座間 

■口座記号番号  00230-9-116968 

■口座名称  半田貴史 ハンダ タカシ 

 

●他の金融機関からのお振込の場合 

■店名(店番)  〇ニ九(ゼロニキュウ)店(０２９) 

■預金種目 当座 

■口座番号 ０１１６９６８ 半田 貴史 

寄（ヤドリキ）から運ばれてくる愛は皆さん一人一人の共有さ

れた熱い思いによって実現に近づいています。 

 

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

こっそり営業中こっそり営業中こっそり営業中こっそり営業中  

どっさりんこ (2012.05.28 11:11) 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/5471.html 

私が教えたくないお店があります。 

でも今日はこっそり教えちゃいます。 

南相馬市小高区にある酒屋さん。 

現在は伊達市保原に移転され営業されています。 

 

私こっそりお邪魔しました。 

お会いするのは一年以上ぶり。絶対泣いてしまうのではと思

いながら、元気よく『こんにちわ～』っとお店に入るとあの素敵

な笑顔で『いらっしゃ～い』っと、旦那さん覚えていてくれまし

た。もう感激と会えた事の嬉しさで涙が止まりません 

 

新しいお店の雰囲気は小高のお店と同じですが、広くそして

旦那さんのセンスが光っています。 

初めての、のんびりん子も楽しくて楽しくて。 

私は勿論旦那さんと話す事は沢山あるのですが、お店の商

品も気になり、話ながらどのお酒が美味しいかとか聞いて回り

ました。 

 

私決めていたことがあります。実は 2 年間お酒を控えていました。 

それも最近解禁になったのですが、どうも飲む気になれずに

いたのですが、理由が分かりました。 

旦那さんに会ってなかったからだと！なので伺った日を解禁

日と決めたのです。 

解禁日となったら早いです。何にしようか悩みに悩んで大量

購入。 

 

お酒の他にも珍しい物が盛りだくさん。もちろんジュースも。 

私の解禁日のお酒は『小樽ハイボール コーラ味』でした。 

半分飲んだだけでやられてしまいました。こんなにあるんだ

から少しずつお酒に慣らしていこうと思います。 

お酒がなくなったらまたあの素敵な旦那さんの笑顔に会いに

いこう。 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

     続 いなかの酒や 

住所：伊達市保原町所沢堀ノ内 36－1 

TEL：024－573-5484 

定休日：毎週水曜日 

     今月は 26 日 

営業時間：9 時～20 時 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 


