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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７月１８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！ 2012-07-18 19:04:06

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/fb0126782a6a77783

83056e947ff3015

『シソの葉』

シソの葉、今日で販売は終了しようと思います。今日もお客さ

んでシソの葉を買いに来ましたが地物ということを聞いて買う

のをやめた方が２、３人いました。でも夕方近くに一人で全部

買って行った方もいました、おかげ様でシソの葉はなくなりま

した。

最初に宮城産(地物が出る前に）を販売していたので、まだ売

っていると思い来られたのでしょうが、地物が出てからはず～

と地物だけしか販売していませんでした。

確かに放射能がどうなのかは気になります、最近、よく聞くの

が野菜を貰うことが多くなってきたようですが、自分が食べる

には良いが、子供たちには食べさせられないと言うことを聞き

ます。わかりますよね、その気持ち、複雑な気持ちになります

が仕方がないことです。

野菜の検査にしてみても、出荷するもの全部を検査している

わけではないですし、（サンプル調査ですから）絶対安全か

安心かと言われれば、絶対とは言えないわけで、販売してい

る私がこんなんでは申し訳ないですが、日々自問自答しなが

らの毎日ですね。

今日糖尿病の人に果物を食べさせたいがとこられたお客さん

がいましたが、最初は果物はあんまり良くないのではと話して

いましたが、その方が８０歳をこれていると聞き、だったらいい

か食べさせても、最後くらい美味しいもの食べたほうがいいか

な、なんて言って笑っていましたが、これもどうだかこんなこと

言ってしまって良かったのかどうなのか、反省しましたが

少しくらいは、食べられないストレスを感じるくらいなら、少しく

らいはいいのかななんて思ってしまします。

南相馬市から７月２２日夜

2012-07-22 19:38:04

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/140202af4c5e83e98

badb360ec45cbb2

『死んでも帰れず、生きても帰れない』

福島県浪江町の津島南に真言宗長安寺というお寺があります、

そのお寺の本堂に骨壺の入った箱が３０～４０人分ほどあるそ

うです。原発事故後に亡くなった人達だそうです。

山あいににある津島地区は福島第一原発から２８ｋです、津

波の被害は無く原発事故がすべてです。納骨されるべき、仏

様が放射線量が毎時５マイクロシーベルトと高いから、遺族が

帰れるか分からない為、納骨が出来ないと言います。

ふるさとに帰れないばかりか、お墓にも納骨も出来ない、しか

も遺骨は増えていく。

「死んでも帰れない、生きても帰れない」預かった遺骨、骨壺

も汚染され続けています。

これも、原発事故の被害状況のひとつです。

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

「 再生 」 ・・・ 飛躍 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。 2012-07-15 19:33:41

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/490a1971

d7e259235e007d2f857829ef

散歩

人間の生涯にとって

最も大切なのは 「 再生 」 の祈念 ・・・ ということです。

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

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

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

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/fb0126782a6a7778383056e947ff3015
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人間は 生涯に幾度か生まれ変わらなければ

人間になれぬ・・・ と思うのです。

ところが 自分が新しく生まれ変わろうとするとき

そういう自己を あまりにも論理的に過去に結びつける人があ

ります。

・・・ いつまで経っても 過去から脱却できません。

何事もなかったように 過去を忘れ去ることも危険ですが

過去にいつまでもこだわることも また ・・・ 再生の障碍 と

なります。

人間再生のためには

何らかの意味での ・・・ 「 飛躍 」 がなければなりません。

いたずらなる後悔の連続ほど ・・・ 不生産なものはありませんね。

人生の分かれ道 ・・・ ゆったりと過ぎし日を

2012-07-15 21:45:21

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/87e936

c63e7b0dfbc2fe4b570945125e

散歩

人生に疲れた人

苛立つ人

何のために生きているのかわからない人

食うためにのみ働く人

そうした あくびの出るような生活をしている人にとって

・・・ 人生は 長いはずです。

しかし 同じ六十年でも ・・・

自分の生きる真の目的を知り

労働を生き甲斐とし

何かを創造しようとはげんでいる人にとって

・・・ その歳月は 実に短いのです。

そして 倦怠の人生を歩んできた人ほど

・・・ 老いて みじめになります。

ふりかえって 自分を満たしてくれる過去の生活がなかったか

らです。

生活に工夫をこらし

つまらないと思う仕事をも 楽しみにつくりかえ

人生を 興奮しながら生きぬいた人は ・・・

ゆったりと過ぎし日をなつかしみ

一日一日を満たされて すごしてゆくのです。

味気ない人生だったか

素晴らしい一生だったか

分かれ道（岐路）は ・・・ ここにあるのではないでしょうか。

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

今日のできごと 7月19日(木)南相馬市生活復興ボラ

ンティアセンターのブログ 2012-07-19 17:15:19

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11306568267.html

夏といえば・・・。

ということで、いつもご支援いただいているお坊さんからサ

ロンに差し入れをいただきました。

あま～いスイカです。

ありがとうございました。

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/87e936c63e7b0dfbc2fe4b570945125e
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/87e936c63e7b0dfbc2fe4b570945125e
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11306568267.html
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仮設住宅支援ボランティア活動は、活動場所 ４件

活動いただいた方 １８人でした。 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

７月２０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。

７月２１日（土）のニーズ件数は２件

ボランティア人数１２０人程度 を予定しています。

７月２２日（日）のニーズ件数は２件

ボランティア人数 ８０人程度 を予定しています。

○相馬野馬追の対応について

7月28日・29日（土・日）は、相馬野馬追のためボランティア

さんの受付をしません。こちらにいらっしゃる方は、ぜひ相馬

野馬追をご覧ください。

○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。

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。

～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。

編集より---以下ホームページ内の「よくある質問（ボランティ

ア活動に際してのＱ＆Ａ集）」から転載です。

http://minamisoma.jimdo.com/

-----------------------------------------

・災害ボラセン再開に際して質問が多く寄せられています。

・しかし、限られたスタッフで運営していますので、場合によっ

ては対応できない 場合もあります。

・電話やメールでお問合せいただく前に、次の「よくある質問」

をお読み下さい。

▼よくある質問（ボランティア活動に際してのＱ＆Ａ集）

【質問①】 受付はいつから・どこでやりますか？

○毎週金曜日～日曜日の午前９時から受付いたします。

※月曜日～木曜日はお休みです。

○受付場所は、鹿島区福祉サービスセンター

（南相馬市鹿島区西町二丁目１１７）になります。

【質問②】 事前予約は必要ですか？

○必要ありません。

○仮設住宅支援や地域支援活動を希望される方は、事

前予約が必要になります。

【質問③】 そこまで行くにはどうしたらいいですか？

○次をご参照下さい。 →

http://www35.jimdo.com/app/s3a182a5f637deb5d/pb4f6e215

1595524c/

・道路状況

・交通機関を利用したアクセス方法（バス・鉄道の時刻表）

・地図

などの情報をご覧いただけます。

【質問④】 高速道路が無料になる「災害派遣等従事車両

証明書」が欲しいのですが？

○こちらのページから様式をダウンロードして下さい。

対象となる車両や発行までの手順が記載されています。

→ http://www.pref-f-svc.org/archives/2484

【質問⑤】 駐車場はありますか？

○ボラセンの南側に駐車場がありますが、駐車台数に

限りがあります。

【質問⑥】 ボランティア保険はどうしたらいいですか？

○出来るだけ地元の社会福祉協議会で加入してきて下さ

い。 ※基本タイプでは天災によるケガは対象となりません。

加入の際には天災プランにご加入下さい。

※ボランティア保険は、放射線や放射能物質による

影響については対象となりません。予めご承知置き下さい。

○昨年加入のものは３月３１日で有効期限が切れています。

ご注意下さい。

○詳細については次をご参照下さい。

→ http://www.fukushihoken.co.jp/

http://minamisoma.jimdo.com/
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【質問⑦】 どんな用意をしていけばいいですか？

○最低でも汚れてもいい服装と、長靴（できれば踏抜防止のイン

ソールの入ったもの）、 軍手、昼食、飲み水をお持ち下さい。

○ケガ防止のためにも服装は長袖・長ズボンでお願いします。

○怪我をした際病院での診察・治療には各個人の保険証が必要

になるので、保険証又は保険証のコピーを必ずお持ち下さい。

【質問⑧】 活動現場はどのようなところですか？

○今年の４月１５日まで警戒区域に設定されていたところ

になります。ライフラインがまだ復旧していないため、上下水

道が利用できません。飲料水を用意してきて下さい。

○トイレは小高区役所や小学校に設置してある仮設トイレ

をご利用下さい。 活動現場によってはトイレまで距離がある

場合もあります。

【質問⑨】 活動現場までの移動手段はどうなりますか？

○活動現場までは、ボランティアさんの車での相乗りを

お願いします。車でお越しの方はご協力をお願いいたします。

【質問⑩】 活動時間を教えて下さい。

○午前９時から受付し、午前１０時には現地へ出発してい

ただきます。

現地での活動は午後３時までとし、午後４時までに鹿島

区の事務所に戻っていただきます。

【質問⑪】 放射線量が心配なのですが？

○活動場所の放射線量を事前にお知らせいたします。

どうしても心配な方には無理に活動をお願いできませんの

で、おやめになっていただいも結構です。

○スクリーニング検査を希望される方は相双保健事務所

（原町区錦町1-30）で行っています。 時間 10:00～17:00

【質問⑫】 雨天の場合はどうなりますか？

○ボランティアさんたちの安全面を考えて中止とさせてい

ただきます。 ※詳しくは当ＨＰの「雨の日の災害復旧活動

について」をご覧下さい。

○作業途中で雨が降ってきた場合は、しばらく様子を見

て回復しそうになければ中止とさせていただきます。

【質問⑬】 宿泊場所はありますか？

○ボランティアセンターでは用意しておりませんので、

ご自分でご用意下さい。

○近隣の旅館・ホテルの情報については次をご参照下さ

い。 ※現在大変混み合っているようです。

【南相馬市観光協会さんのＨＰより・現在営業中のホテル・旅館】 →

http://www.minami-soma.com/kanko/modules/d3blog_2/detai

ls.php?bid=11

【相馬市観光協会さんのＨＰより・現在営業中のホテル・旅館】

→ http://www.somacci.com/~kankou/inn.html

【質問⑭】 車中泊やテント泊は可能ですか？

○健康面や安全面を考えるとおすすめできません。

○テント泊も近隣の方から「知らない人が泊まっていて怖

い、不安」 といった意見が寄せられています。 出来るだけ宿

泊施設をご利用下さい。

【質問⑮】 入浴できるところはありますか？

○市内に入浴可能な施設があります。そちらをご利用下

さい。以下に当ボラセンがお世話になっている施設をいくつ

かご紹介いたします。

●(株)ホテル 森の湯

〒979-0007 南相馬市原町区南町３丁目１２

電話 ０２４４－２３－４１０８ 時間 午後１時～午後９時

料金 400円（サウナ利用の場合は＋200円）

（※お得な回数券もあります 4000円（12回分） ）

●新田川温泉 はらまちユッサ

〒979-0071 南相馬市原町区深野字荒戸沢１５

電話 ０２４４－２６－００２６ 時間 午後１２時～午後８時

料金 700円

●ビジネスホテル高見

〒979-0033 南相馬市原町区高見町８６－１

電話 ０２４４－２４－５６６８ 時間 午前１０時～午後１１時

（※月曜日は午後１２時～午後１１時）

料金 500円

●マルマンビレッジ

〒979-0021 南相馬市原町区金沢字物見山８７－３

電話 ０２４４－２２－５８４７ 時間 午後５時～午後９時

（※タオルはご持参下さい。シャンプー等は完備して

います。女性専用の入浴場はありませんのでご注意下さい。）

料金 100円

●蒲庭温泉 蒲庭館

〒979-2511 相馬市蒲庭字前追１２

電話０２４４－３３－５０２８ 時間 午前１０時～午後８時３０分

料金 600円


