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http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/4adccebb399b0ccf
54c73a909e539a9d
『成長』
地震、津波、原発、の震災後、日本は生まれ変わるのかと思
っていましたが、どうやら、もう震災のことを忘れているようで
すね、永田町では。
敗戦後、日本は生まれ変わりましたよね、戦後の日本の社会
を発展させてきたのは、成長を信じる気持ちがあったからでし
ょうね。しかし、その成長を信じてきた幸福感が今少しずつ崩
れてきているように思います、今は普通に幸せを可能にして
います、いい職場、いい社会的地位、いい学歴、健康にも恵
まれ、長寿を全うすることが幸せの標準になっています、にも
かかわらず、まだまだ、もっともっと、と成長に向けて原発の再
稼働が始まろうとしています。懲りない国、政府、大企業が国
民を幸せにしてくれるとはとても思えませんが、どうなんでしょ
うかね。

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
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。
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６月２２日金朝 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

経済的に成長してきても、一番大事な心、心の成長が伴って
きたのかが肝心な事ですが、今の社会を見てみると、疑問で
すね。これからは、心の成長ができる社会が必要だから、い
い意味で戦前の我慢することを考えなくてはいけないのか
な。
欲張りません、勝つまでは？だったかな、心の豊かさがあれ
ば社会も豊かになる、そんな成長ができたらいいのに。経済
成長から精神的成長へ人間の豊かな心を取り戻す社会が見
てみたい。

ています。 新鮮な話題をお届け！ 2012-06-22 04:59:40

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2659bbd7cee06ba6
447313da6259a872
『飲食店再開』
サイヤの通りにある、レストラン ガスト、マック、ここの名前が
変わったのか？確認していませんがほっかほっか亭（震災前
はホットもっと）が７月に再開します。
マック以外は準備が始まっています。
除染の作業員や復興作業員の方たちが増えていますから飲
食店不足のようでしたから良いようですが、除染と言えば、あ
る方の話ですが、彼は沖縄から出稼ぎに来ています。除染の
作業員として、ただ住まいは丸森です、そこから会社の車で
南相馬市に来ています、今は除染前の家屋の調査をしている
とのことです。日当は１日２万８千円だそうです、しかし住宅費
は自分持ち、食事は朝、昼は会社から出るそうですが、会社
の車を私用には使えないのでどこにも出かけられないと言っ
ていました、住まいも近くには見つからず丸森町になったよう
です。
日当２万８千円、月２１日から２２日もちろん雨の日は休み、高
いかどうだかよくわかりませんが、沖縄にいるよりは良いようで
す。それにしても、最近警察[パトカー」がどこにもいます、とて
も多くなっています。不審な動きをいないように、安全運転を
心がけていなくては、うっかり捕まってしまいそうな感じぐらい
多いですね。
南相馬市から６月１９日夜

#############################################
一生懸命のありかた 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。 2012-06-20 10:08:06
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/7fbf12d
912028954d9f6508a8bd2296e

雑草

2012-06-19 19:48:55
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一生懸命でありさえすれば
それが一番よいことだ ・・・ と思いがちです。

d3fbd4e93c597f2520f028ed26

たとえ 一生懸命であったとしても
もし 思い違いをして 方向を間違えて歩き出したとすれば
一生懸命であることは
逆に 目的から遠ざかること
幸せから遠ざかる速度を速めることになってしまいます。
自分達が
いい子を育てたい
いい家庭を作りたい
幸せな人生を送りたい
という目的をもって 一所懸命やったとしても ・・・
もし 愚かな考え方で
間違った第一歩を 踏み出したとするならば
あとは ・・・ どんどん目的から遠ざかってしまいます。

雑草
恥ずるのはよい。
・・・ 何を恥じるかです。
粗末な食事をしようと
車がなかろうと
一流大学に行けなかろうと
学問がなくても
・・・ そんなことを恥ずべきことではありません。

ですから 本当に幸せになりたいと思うのなら
一生懸命であると同時に
どのようなことを一生懸命やるか ということが
とても大切になってきます。

他人の苦しみを自分の苦しみとすることのできない人こそ
・・・ 恥としなくてはならないのです。

まず 「 方向 」が確かである 間違っていない
そして それを ・・・ 「 一生懸命 」やる。
しかも 思いついたときだけ一生懸命やるのではなく
「 絶えず続けて 」 ・・・ 一生懸命やる。

ヨーロッパには 「罪」と「罰」があります。
罰をさけるために 罪をみつめ
罪を告白するような良心の痛みがなくてはなりません。

これがなければ ・・・ ここから東京へ歩いて行って
ついに 東京に辿り着くということは 絶対ありません。

それを 「 恥の心 」といってもよいのです。
「 地獄に行く 」というのは
恥ずべきを恥じない人間は かならず悪の泥沼に生きる
・・・ ということです。

この三つのうち どれ一つがなくとも
・・・ 駄目だと思いますね。

何を恥とすべきか ・・・
もう一度 胸に手を当てて考えてみる必要がありますね。

恥の心 ・・・ 何を恥ずべきか
2012-06-22 10:40:2
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/e9d665
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今日のできごと 6 月 24 日(日)南相馬市生活復興ボラ
ンティアセンターのブログ 2012-06-24 17:09:46
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11285784458.
html
今日も晴れてくれました。
屋外ボランティア活動も、順調に進みました。ボランティアの
みなさん、ありがとうございました。
甲冑競馬や神旗争奪戦などが行われる南相馬市原町区の雲
雀ヶ原祭場地。
この近くですが、除染作業が急ピッチで進められています。

さて、7 月が近づいてきて、仮設住宅にこんなものが飾られて
おりました。

放射線量は 0.3～0.4μSv/h と作業前の半分に下がり、今は
毎朝出陣騎馬の調教“練馬”(れんば)が行われ、馬場を駆け
る蹄の音がこだましています。

七夕かざりです。きれいですね～。
本日の屋外ボランティア活動は、 活動場所 ７件
活動いただいた方 ７６人
でした。
#############################################
【はぴスタ】地元の人がおすすめする相馬野馬追の観
覧スポット
どっさりんこ (2012.06.18 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/5616.html
TUF(テレビユー福島)、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」

南相馬市の小川では「友禅流し」といって騎馬武者の背負う旗
指物の糊を洗い流す作業がにしうち染工場で行われていま
す。この時期の風物詩ですね。

今年、の相馬野馬追は 7 月 28 日(土)から 30 日(月)までの 3
日間で、中日の 29日には去年、規模を縮小し開催できなかっ
た、雲雀ヶ原まで約 400 騎の騎馬武者行列が再開されます。
小高区や双葉郡からの騎馬も出陣します。

【 TUF ： テ レ ビ ユ ー 福 島 】 「 は ぴ ス タ 」 （ URL ：
http://www.tuf.co.jp/hapisuta/）
今日の『はぴスタ』は来月開催されてる、『相馬野馬追』のおス
スメを紹介。

また鎧武者による甲冑競馬天高く舞い上がった旗を奪い合う、
神旗争奪戦も決定しました。
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そしてこの、「みそ漬処 香の蔵」の前を北郷本陣へ出陣する
副大将のお行列が通ります。
お行列を待ちながら、敷地内にある手づくりアイスの「じぇらー
と蔵」のつめたい、おいしいジェラートで熱い野馬追も cool に
過ごせます。

２９日の原町区でのお行列の途中、相馬ガスさん付近では総大将が
閲兵される御陣屋があります。
総大将を間近でご覧になれ、また各郷の口上といって「昔風の武者の
言葉」を聞くことができるので、力強くおすすめします。

この夏おすすめは香の蔵商品とのコラボアイス「香の蔵とうふ
のみそ漬アイス」
『中にはクレープ生地が入っており、本当に味噌漬けのアイス
なの？っと思わせる、サッパリしたジェラートです。甘いものが
苦手な方でも食べられちゃう一品です。』

それからもうひとつのおすすめは、初日の 28 日。相馬中村神
社からの総大将の出陣と神輿の発輦をお迎えする南相馬市
鹿島区での｢総大将御迎の儀式｣は戦国の本陣の様子に触れ
ることのできます。

二年ぶりに雲雀ヶ原祭場地で開催される相馬野馬追。
２９日のお行列観覧の桟敷席は、すでにキャンセル待ちとな
っているそうですが、雲雀ヶ原の入場観覧券、団体席は今月
30 日まで前売券好評販売中です。
(※雲雀ヶ原祭場での一般自由席の前売りは 6/28(木)まで、
当日券 1,000 円のところを前売 800 円で販売です。)
遠方の方は、チケットぴあでの電話予約やネット販売もしてい
ます。 詳しくは、相馬野馬追執行委員会まで。
====================================
◇ 「みそ漬処 香の蔵」
◇ 「香の蔵手づくりアイス じぇらーと蔵」
住所：福島県南相馬市鹿島区永田字北永田 28-3
電話：0120-058-509
：0244-46-2233
営業時間：9:00－18:00 定休日：年中無休(元日を除く)
URL：http://www.kounokura.com/
※ 6/23(土)より、福島駅 S-PAL 福島に出店します。
====================================
◇ 相馬野馬追執行委員会（南相馬市観光交流課内）
住所：福島県南相馬市原町区本町二丁目 27 番地
電話：0244-22-3064
URL：http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/
野馬追観覧料金(7 月 29 日)
URL：http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/ryokin.htm
====================================

そして、鹿島区といえば地元の人しかしらないとっておきに野
馬追観覧スポットがあります！
「みそ漬処 香の蔵」です。とうふやクリームチーズの味噌漬け
などで知られるお店ですが、

こちらには朝倉悠三画伯の水墨画が飾られるほか、「甲冑蔵」
には、たくさんの鎧が展示されています。
しかも観覧無料。野馬追い開催期間以外も展示しています。
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