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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８月３日夜南相馬市から８月３日夜南相馬市から８月３日夜南相馬市から８月３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！ 2012-08-03 19:01:34 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/fc7a5501e0c005afeebb

dea8ebaa272d  

 

『屋内退避』 

昨年の今頃はまだ、屋内退避だったかな？緊急時避難区域

だったかな？もうずいぶんたったような気もしますが、あの当

時、いまだに政府が指示した屋内退避の意味がわかりません。

屋内にいて出るなと言われたのだと思いますが、出ないでど

うすればいいというのだったのか？今考えれば店を営業して

は駄目だったようだと思いますが、市役所に行ったとき、黙

認！暗黙の了解にて、営業することに行政（市）は黙認するし

かなかったようですが、政府はどういうつもりで出した屋内退

避という指示だったのでしょうか？そのために、報道機関（特

に福島県内の放送局）は南相馬市に入ってきませんでした、

もちろんＮＨＫも、それなのに、報道機関は危険な所との認識

でいる南相馬市なのに、住民は住んでいました。物資は入っ

てきません、屋内退避なのに取りに出かけていました。いま考

えれば不思議なことです。政府の言うことを聞いていたのは、

政府の認可がいる業界だけです。私たち末端の商売をしてい

る者は、多分、どうでもよかったようです。危険なのかそうでな

いのか、わからぬまま過ごしてきました。 

今も、わからないままです、とりあえず住んでいます。 

サイヤ近くの、合同庁舎で計測している放射線量、先週、０，１

９まで下がってきたので喜んでいたら、今週、なんと、なぜ

か？０，３５？０，３９、おいおい、どうなっているのでしょうね。

いまだに行政のすることは、正しくないような気がしますが。

信頼がどこにあるのか？ 

 

南相馬市から８月６日月朝南相馬市から８月６日月朝南相馬市から８月６日月朝南相馬市から８月６日月朝    2012-08-06 04:55:13  

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/bda4e4a827d1239ebf7

b8590527e6e36  

 

『アグリ珈琲』 

昨日は、お昼にいわき市を出て、福島市へ、もちろん高速道

で、結構距離があることを知りました、初めて避難後に福島市

で再開した店舗に行きました。 

さすがに、古民家風のしゃれたお店になっていました。マスタ

ーは飯館に用事で言っているとのことでしたが、奥さんと話し

てきました。以前は飲食店だった店舗を借り受けて改装したと

のこと。お金はかかったが、補助金を使えたので何とかなりそ

うだ話していました。 

頑張っていますね と声をかけていただきましたが、あぐりさ

んが福島でお店を出したことを知って自分も頑張らなくてはと

思ったほうなので、ふるさと飯館から避難、移転されたこと、再

開するのに悩まれたと思いますが、すべてはお客さんにある

と思います。お客さんの要望が大きかったと思います。私でも

毎朝、あぐりの珈琲を飲んで一日が始まるわけですから、あぐ

りさんが営業していないと困ります。昨日もお昼過ぎなのに多

くのお客さんで店内はいっぱいでした。頑張る人、店を見る

のは楽しいし励みになります。今、オリンピック真っ最中です

が、頑張っている日本選手を応援しながら見ているのが楽し

いのと同じですよね。 

ひとりひとりがまずは自分のできることを頑張ってやることが、

周りに勇気ややる気を広げていけるような気がします。 

「if not me,then who. 自分がやらないでだれがやるの」 

 

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

 

肩こり肩こり肩こり肩こり    ・・・・・・・・・・・・    知りません知りません知りません知りません    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。 2012-08-01 12:10:22  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/0749d1aa8

be9b57de2e48c0c4a687c7d  

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

はははは個人の意見であり公のものではありませんがそ個人の意見であり公のものではありませんがそ個人の意見であり公のものではありませんがそ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 

 

肩こりは 日本人独特のものらしい ・・・ 

 

少し具合の悪いところができると 

日本人は 「 からだ 」 のせいにします。 

カナダ人は 「 精神 」 のせいにします。 

 

というわけで 日本人はすぐ 医者か マッサージ師へ駆け込

むし 

カナダ人はすぐ 「 精神分析 」 のクリニックに向かって走り

出します。 

 

肩こりも このテかな ・・・ 

 

ストレスがかかると 肩が凝ったと生理学的に解釈するようで

す。 

 

それにしても なぜ とくに肩に凝りが集まるのでしょうか。 

それは本当に 日本人だけの特徴なのでしょうか。 

 

フランス人は 背中を凝らす ・・・ と言います。 

多くは 内臓の病気のしるしです。 

 

サムライの装束に カミシモというのがあります。 

カミシモをつけて 肩をいからせていると 

立派に （ 立派そうに ） に見えます。 

若い衆も 肩をいからせて街を歩きます。 

 

そんなわけで 肩に血を集めるのだろうと思います。 

 

ちなみに 

私は 「 肩こり 」 ・・・ というものを知りません。 

 

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

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    8888月月月月1111日日日日((((水水水水))))南相馬市生活復興ボラン

ティアセンターのブログ  2012-08-01 17:38:14 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11317444282.ht

ml   

  今日から、屋外ボランティア活動の受付を毎日することに

なりました。 

 初日ということではありましたが、１３名の方に参加していた

だきました。 

 ありがとうございました。 

 問い合わせもたくさんいただいており、うれしいかぎりです。 

 

 さて、本日はサロンでちぎり絵を実施しました。 

 

  

 みんなで記念撮影。 

 

屋外ボランティア活動は、活動場所 ２件 

活動いただいた方 １３人でした。  

仮設住宅支援ボランティア活動は、活動場所 １件 

活動いただいた方 ３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 

  ８月２日（木）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。 

 ８月３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。 

 

○大事なお知らせ 

 これまで、金曜日～日曜日のみで屋外ボランティア活動の

受付をしておりましたが、8月１日（水）から、毎日屋外ボランテ

ィア活動を行います。 

 夏休み等で依頼者の方の都合がつきやすくなったためで

す。 

 毎日の受付は、とりあえず８月３１日（金）までを予定しており、
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９月以降は、依頼者さんやニーズの状況を鑑みて、変更する

可能性があります。 

 みなさんのご協力をお願いいたします。 

 

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

平成平成平成平成 24242424 年度相馬野馬追～野馬懸年度相馬野馬追～野馬懸年度相馬野馬追～野馬懸年度相馬野馬追～野馬懸 7/30(7/30(7/30(7/30(月月月月))))～～～～    

ゆっ太郎 (2012.08.03 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/5994.html  

 

   

【相馬野馬追執行委員会 公式ページ】 

(URL：http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/) 

 

平成 24 年度相馬野馬追 

7/30(月)は、本来の野馬追の姿を伝える小高神社で

の野馬懸 

 

相馬妙見三社のひとつ、小高神社社殿での御神事と 

お水取りの儀、相馬流れ山の舞のあと 

小高神社東参道を、野馬に見立てた裸馬を騎馬武者

で追いたて 

神社境内の竹矢来に追いこみ 

白装束姿の御小人が素手で捕え 

はじめに捕えた一頭を神馬として奉納します。 

   

   

  

   

   

  



 南相馬ブログ新聞 平成 24 年 8 月 5 日(日) 第 155 号 

 4

   

国指定の重要無形民俗文化財を受ける野馬懸で 

相馬野馬追全日程の締めくくりとなります。 

 

小高郷螺役が陣螺を吹き響かせて野馬懸の開始を告

げた高台は遠く小高を見渡します。 

  

【相双ゆたどさ】：平成 24 年度相馬野馬追 

  ：・宵祭(7/27(金)開催) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/5926.html  

  ：・初日(7/28(土)開催) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/5951.html  

  ：・中日(7/29(日)開催) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/5970.html  

 

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

 

復興へ向け復興へ向け復興へ向け復興へ向け 38383838 人に辞令交付人に辞令交付人に辞令交付人に辞令交付    

南相馬市：フォトレポ南相馬 

【2012 年 8 月 1 日（水曜日）】 

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

_201208/20120801.jsp    

  任期付き職員 28 人と中途採用の医療職 10 人野の辞令交

付式は市役所で行われました。 

 任期付き職員の任期は原則3年で、福島第一原発事故後の

職員不足を補うために採用されました。 

  

   

▲辞令を受け取る職員  ▲訓示する市長    

    

再生可能エネルギー推進ビジョンの策定に向けて再生可能エネルギー推進ビジョンの策定に向けて再生可能エネルギー推進ビジョンの策定に向けて再生可能エネルギー推進ビジョンの策定に向けて    

【2012 年 8 月 2 日（木曜日）】 

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

_201208/20120802.jsp   

  南相馬市再生可能エネルギー推進ビジョンの策定に向け

た有識者会議は市役所で開かれました。 

 県内外の識者など 10 人で構成し、佐藤理夫福島大教授が

委員長を務め助言や提言を行います。 

   

▲あいさつする桜井市長 ▲意見を交わす委員 

 

  

 


