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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７月２３日夜南相馬市から７月２３日夜南相馬市から７月２３日夜南相馬市から７月２３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！ 2012-07-23 18:20:55 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/4c353837ba21b29e

a315bde365a28f31 

『野馬追い』 

本来なら、毎年、７月２２，２３，２４日が野馬追いのお祭りです。

が、今年から７月の最終土日月と決まり、今年は７月２７，２８，

２９日になります。２８，２９、と野馬追いのお弁当の注文が入っ

ています、そのほかにお葬式のオードブルも入ってきていま

す。お店はきっと暇ですが、お惣菜チームは大忙しです。土

日になったので、地元の企業も野馬追い休みが無くなったよ

うです。どれだけの観光客、お客さんが野馬追い祭りに来てく

れるのか、楽しみではあります。２８日は原町駅通りでの、パ

レードや盆踊りなどもあるはずですが、不思議に私は行った

ことがありません。地元にいると、いつか行く機会がありからと

思い、しかし行っていないんですね。お昼にお手伝いには行

っていましたが、夜の本番には行きません。なんか疲れてし

まって、特に暑いとだめです。例年は野馬追いで梅雨が明け

るのですが、今年はどうでしょうか？今年から少し遅くなった

から、今週末、野馬追い頃にやっぱり明けるのかな。 

 

今年は、寒かったから、福島の桃、特に「あかつき桃」の出荷

が遅れています。今月末から８月２日頃から始まり、ピークは８

月１２日頃と今日、市場で言われましたが、今年は風評被害が

どうなるのかで値段が下がるのか上がるのか、今はまだ微妙

です。現在は山梨産と比べて１箱５ｋで１０００円ぐらい安いか

な？あかつき桃は美味しいですから、今年は売れるといいの

ですが。 

 

そういえば、小高工業野球部、残念ながら負けてしまいました。

相手は須賀川高校でした。 

サテライト仮設校舎で、グランドも無く、あちこちでの練習では、

辛かったと思います。 

新チームが今から楽しみです。 

 

南相馬市から７月２７日夜南相馬市から７月２７日夜南相馬市から７月２７日夜南相馬市から７月２７日夜        

 2012-07-27 18:54:05 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/69ec37911b80c142

7f283835c269f7bc 

『明日から野馬追い』 

明日から、いよいよ始まります。二年ぶりのお祭りです。サイ

ヤでは出陣式のための朝ご飯、おにぎり、おふかし、オード

ブル、お弁当などの注文をたくさんいただいております。お

惣菜チームは朝５時から始動です。奥さまは４時からだそうで

す、私はいつも通り、太巻きと稲荷を作ってと言われています

が、さあ、何時に起きて、どこで「いつもの場所が他の作業に

取られるので」作ればいいのか？ 多分、みんなが出てくる前

に作れということのようです。明後日も同じように注文が入って

いるそうです。日曜日は９時からの行列が始まると、交通規制

の影響でめっきりお客さんが来なくなりますから、朝、早くが

勝負です。 

野馬追い＝暑い、それも酷暑です。野馬追い場は観覧席は

草が生えていますから、照り返しがすごくて見ていられるか心

配です。観光客の皆さんがどれだけ来てくれるか、楽しみで

はありますが、日中の商売的にはあまり、恩恵は受けないの

ですが、それでも南相馬市にどれだけの人が来てくれるか興

味があります。 

 

福島県の高校野球決勝戦が本日終わりました、優勝は聖光学

園でした、順当な結果に終わりました。甲子園での活躍が楽

しみです。明日はわが母校、県岐阜商業高校が土岐商業と決

勝戦です。今年は春に東海大会を制しているので、順当にい

けば県岐阜が勝ってくれると信じています。甲子園で聖光と

戦えると面白いのですが。 

 

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

うなづきうなづきうなづきうなづき    ・・・・・・・・・・・・    広い世界広い世界広い世界広い世界    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。 2012-07-28 19:01:54  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/0ceddf6

0e767cb400ffb8aac09a4ebd8 

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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遠足 

 

なるほど 

なるほど 

と うなづきを知っている人は 

広い世界を ・・・ ゆうゆうと生きていけます。 

 

なるほど という世界を知らない人は 

せまい世界を・・・肩をいからせて生きていかねばなりません。 

 

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

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    7777 月月月月 27272727 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  2012-07-28 06:16:27 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11313757591.

html  

 今日も暑かったですね。 

 全国的に暑かったようですが、南相馬市もかなり暑くなりました。 

 屋外ボランティア活動に参加していただいたみなさん本当

に暑いなか、ありがとうございました。 

 

 さて、明日からいよいよ「相馬野馬追」がはじまります。 

 ボランティアセンターは、以前からご連絡しているように２８

日（土）及び２９日（日）は、ボランティアさんの受付をいたしま

せん。 

 ぜひ、相馬野馬追をご覧ください。よろしくお願いいたします。 

 相馬野馬追をご覧になる場合も、熱中症にならないように水

分補給等気をつけてください。 

 

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

いよいよ平成いよいよ平成いよいよ平成いよいよ平成 24242424 年度相馬野馬追開催。関連イベント年度相馬野馬追開催。関連イベント年度相馬野馬追開催。関連イベント年度相馬野馬追開催。関連イベント

どっさりんこどっさりんこどっさりんこどっさりんこ   どっさりんこ (2012.07.27 10:00) 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/5909.html 

いよいよ明日、7/28(土)から 3 日間にわたり例年に近い形で 2

年ぶりに開かれる『相馬野馬追』。 

  

【相馬野馬追執行委員会 公式ページ】 

(URL：http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/) 

 

南相馬市内では『相馬野馬追』関連イベントが、たくさん開催

されています。 

『南相馬市中央図書館』では「マンガ家・アニメーター・イラスト

レーターによる『武者絵』展』」が、7/29（日）まで開催されてい

ます。 

  

マンガ家・アニメーター・イラストレーターさん 30 名による 38

点の『武者絵』（7 月 24 日現在） 

最終日までには 32 名、40 点の『武者絵』が展示される予定だ

そうです。 

『相馬野馬追』をイメージした「武者絵」を展示！！ 

あっ！この作家さん！っと言う作品もあります。 
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(展示場内の撮影は禁止となっています。許可をいただき撮

影させていただきした) 

 

主催者である、山本夜羽音さん・横田守さんの呼びかけにより 

少ない日数で沢山の方が協力をしてくれたそうです。 

どれも細かく見ごたえがある作品ばかりです。 

展示終了後には作品オークションの開催を予定されているそ

うで落札された金額は南相馬市復興支援金に寄付される計

画とのことです。 

 

最終日の 29 日には、山本夜羽音さん・横田守さんが来場予

定！ 

生の原画を見るチャンスです。是非野馬追を見ながら、『武者

絵』展も！！ 

 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

・南相馬市立中央図書館 

  住所：福島県南相馬市原町区旭町二丁目 7-1 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

 

そして、『相馬野馬追』の原点を辿る！！  

『相馬のたから 相馬野馬追』。（8/19(日)まで開催） 

『相馬野馬追』を観覧する前に、『相馬野馬追』にふれた後に 

ぜひ、『南相馬市博物館』平成 24 年度特別展、ご覧ください。 

 

［相双ゆたどさ］：【南相馬市博物館】平成24年度特別展 相馬

のたから 相馬野馬追 

 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

・南相馬市博物館 

  住所：福島県南相馬市原町区牛来字出口 194[地図はこち

らから] 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

 

そしてそして、今年再興の総勢四百騎を超える騎馬武者がお

行列する野馬追通り銘醸館・一番蔵では『相馬野馬追ポスタ

ー展』が 7/30（月）まで開催中。 

  

 

原町観光協会で保管していたもののほか相馬野馬追執行委

員会で保管していたものもお借りしての展示会。 

その他にパネルも展示してあります。 

なかなか見ることの叶わない書籍も閲覧することができます。 

  

 

展示会場では、相馬野馬追いポスター人気投票を開催。 

銘醸館敷地内の原町観光協会では 1999 年（平成 11 年）から

2009 年（平成 21 年）までのポスターの切手シート販売中で

す！ 

(1 シート 1,500 円) 

 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

・野馬追通り 銘醸館 

  住所：福島県南相馬市原町区本町二丁目52番地[地図はこ

ちらから] 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

 

今日、7/27(金)は 13:00 より 

相馬中村神社で、相馬野馬追開催期間の安全祈願祭と 
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総大将御出陣の宴が執り行われます。 

［相双ゆたどさ］：平成 24 年度相馬野馬追開催まで、8 日

(2012.7.20：掲載) 

 

明日 7/28(土)から東北夏祭りの先陣をきる、平成 24 年度『相

馬野馬追』開催です。 

 

 

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

相馬野馬追に向けて着々と相馬野馬追に向けて着々と相馬野馬追に向けて着々と相馬野馬追に向けて着々と 南相馬市：フォトレポ南

相馬  【2012 年 7 月 25 日（水曜日）】 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/photo_repo/photo_rep

o_201207/20120725.jsp  

 28 日から始まる相馬野馬追。甲冑競馬や神旗争奪戦の会

場になる雲雀ケ原祭場地では、のぼり旗や観覧席などの準備

が進められています。 

  

■原町区 

  

▲のぼり旗と観覧席  ▲御成り参道の整備 

  

▲第一コーナー付近 ▲羊腸の坂 

  

▲県道沿いの桟敷席 ▲ＪＲ原ノ町駅 

 

■鹿島区 

  

▲北郷本陣  ▲桟敷席の設置 

 

▲福幸商店街も野馬追ムード 

 

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

編集より： 

相馬野馬追、2 日目をツイッター編集サービス togetter

でまとめさせていただきました。遠く故郷を離れて野馬

追を見ることができない方々にも「今年の野馬追」が解

り易いように写真を主体にしてあります。よろしかったら

のぞいてみてください。 

http://togetter.com/li/346778 

 


