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片づく方向 ・・・ 安心 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。 2012-07-01 16:40:59
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/6c6df32
7fa32a47b94a4042da22e2c4f

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６月３０日土朝 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

遠足

ています。 新鮮な話題をお届け！ 2012-06-30 04:48:43

積もり積もった仕事をみると ・・・ だれもがイライラします。

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/98d6f6bd000ad8af8
71683034d046bcf
『市長の発言』
この前の、市商連の総会での市長の話の中で、子供や家族
が避難していることについて、どうして帰ってこないのか、帰
ってくればいいのに、というような発言がありました。
前からも桜井市長は帰って来い、と市民に言っているが無責
任だという声も聞いていました。
どうして、危険じゃないと言えるのか、無責任じゃないかと、言
う人もいましたが、よくよく考えてみると、今の南相馬市の現状
を考えると、多くの人が帰って来ていて、復興が始まっていま
す、再生しようと頑張っている現実があります、そんな中でリ
ーダーたる首長の考え、発言がふらついていては、余計に市
民が迷う、不安になると思います。良いか悪いかは別として、
市長として決めたのだと思います、帰って来てほしいと、南相
馬市を再生するためにも。
それは、各企業の社長、経営者達も同じような気持ちです。
会社や工場、企業を再開するために従業員を呼び戻したが、
そのために多くの家族がバラバラで暮らしていたり、家族で戻
ってきたり、そのことが正しいことなのか疑問を感じながら仕
事、経営しています。人よりも会社が大切なのか？と聞かれる
ことが切ないですよね。ただやはり、決めなくてはなりません、
やめるか、やるか、この場所なのか？経営者の方たちもやる
と決めた以上、ぶれるわけにはいかないわけです。決断する
ことがリーダーの条件のひとつですね。
正しい決断であって欲しいです。

しかし
そのうちひとつだけでも
最善の力を向けて片づけると ・・・ 心が落ち着きます。
仕事は 「 片づいた 」から安心するのではありません。
「 片づく方向に進んでいる 」から ・・・ 安心するのですね

#############################################
【 ドームハウスいよいよ完成に！6/27
ドームハウスいよいよ完成に！6/27 】
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 06
月 29 日
http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/277952846.html
６月２７日（水）
いよいよ完成が近づいてきました。
細かい作業はのこっていましたが、そこは今日の午後と明日
の午前中で終わります。
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明日は史門さんが神奈川へ帰ってしまうため、本日、完成お
披露目会を行うことにしました。
テレビ局（福島テレビ・福島放送（東海テレビ））・新聞社（福島
民報）も来てくれました。

ソウマおにいさんも子どもたちにご挨拶しました。
「みんなのために一生懸命お手伝いしました！たくさんあそ
んでね！」

子どもたち代表からお礼のカードを史門さんに手渡しました。

子どもたちにもドームハウスの中でインタビュー

いよいよ子どもたちが中を見ていきます。
入口は二つあります。
両側から手を振っている子どもたち。

太陽の窓と星の窓からの光が地面に映ります。

中に入ってみると、「わーっ、広いね～！！」の歓声
木の香りもとてもいいのです。
カニさんの砂場も大喜び！
これもご支援で頂いたもの。ありがたい！

天井からは、明るい太陽の光が差し込みます。

子どもたちとの集合写真。
はいポーズ！！
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す。
雨が降らなければいいのですが・・・。
ここで、ひとつお知らせです。
災害派遣等従事車両の高速道路無料措置が 9 月末まで延
期となりました。
証明書発行に係る確認をこれまでどおり行いますので、よろ
しくお願いいたします。
↓こちらのページから様式をお取り下さい。
http://www.pref-f-svc.org/archives/2484

もちろん最後はお決まりの憧れの関口アナとの３ショット。
ソウマお兄さんも少し照れ気味。

屋外ボランティア活動について
６月２９日（金）のニーズ件数は２件
ボランティア人数 ４０人程度 を予定しています。
６月３０日（土）のニーズ件数は５件
ボランティア人数 １００人程度 を予定しています。
７月１日（日）のニーズ件数は２件
ボランティア人数 １００人程度 を予定しています。
みなさんのご協力をお願いします。
団体（10 名以上）でお越しになる方は、あらかじめご連絡い
ただけると助かります。

#############################################
今日のできごと 6 月 28 日(木)南相馬市生活復興ボラ
ンティアセンターのブログ 2012-06-28 17:48:18
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11289087463.
html
今日は、ボランティアさんに「タッピングタッチ」を実践してい
ただきました。

#############################################
今年度 2 回目の相農ショップ開催
どっさりんこ (2012.06.25 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/5676.html
前に告知した、『相農ショップ』行ってきました～～。

『相農ショップ』は「食品科学科の食品流通、食品製造」の生
徒さんで運営されています。
今回担当は 2 年生。販売普段、『食品流通の 6 名』で行います
が、今回は 120名くらいのお客さんが来店されたので『食品製
造』の生徒さんも応援。
開店は 14 時～なのですが、皆さんに商品を行き渡るように 13
時 30 分～整理券を配布します。
そんな中私たちは 27～29 番目。結構早めにいったのですが、
すでに沢山の『相農ショップ FAN』の皆さんが。

みなさん、とてもリラックスして、夜はグッスリ眠れそうだ～。
という声が聞こえました。
仮設住宅支援のボランティア活動は、 活動場所 ６件
活動いただいた方 １８人 でした。
ボランティアのみなさん、ありがとうございました。
明日から、金～日の屋外ボランティア活動を受付いたしま
3

南相馬ブログ新聞 平成 24 年 7 月 1 日(日) 第 150 号

（次こそは 1 番を取りたい私です・・・。）

してれている生徒さんたち。

整理券をもらい、開店時間まで待っていると次から次へと『相
農ショップ』を楽しみにしているお客さんがやってきます。
そして待っていると本日販売される商品のリストが貼られまし
た。

一段落して先生や生徒さんにお話を聞くことができました。
『「相農ショップ」を通して地域の方々と接することができるの
で楽しいです。』
『これを機会に卒業後は、料理関係の仕事につきたいです』
『作るときは安全・安心』を心掛けています』っと目をキラキラさ
せて話してくれました。

今回は人気のパンなどを中心にし
た商品。
待っている方々の話を聞くと「あん
ぱん」がおススメとのこと。何にしよ
うか悩みますね～～。

来月も開催！是非今回欲しいものが手に入らなかった方、来
月もチャレンジしてください。
本当に美味しい物ばかり！しかもお手頃値段！！
来月も皆さんの素敵な笑顔に会いにお邪魔します。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
相農ショップ（そうのうしょっぷ）
住所：福島県南相馬市原町区三島町一丁目 65
問合せ：0244-23-5175
開催日:7 月 12 日（木）、9 月 7 日（金）、20 日（木）、
11 月 9 日（金）、12 月 7 日（金）
開催時間：14 時～15 時 10 分
整理券配布時間：13 時 30 分～
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
#############################################

14 時になり、10 名ずつ中に入り商品を購入していきます。

結構皆さん買ってられるのは『ラクピス』、大量買いされる方々
が多かったです。
そしてやっぱり人気の『アンパン』は、あっと言う間に売り切れ
ました。
お客さんが商品について分からない事があると、丁寧に説明
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