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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１４日火朝南相馬市から８月１４日火朝南相馬市から８月１４日火朝南相馬市から８月１４日火朝    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

ています。 新鮮な話題をお届け！ 2012-08-14 04:38:46 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ccc67f5bf3a9516d

7b7cb586216af7c9 

『浪江町』 

警戒区域内の町です。６年間は帰らないようです。住民全員

が同じように保証を受けるには、一部解除などといって入れる

ようになったら、住民内で保証が違ってくることにならないよう

にするためのようです。役場は二本松、住民はいろいろと分

散して暮らしているようです。 

働きたくても働けない、若い人から老人まで、みんな鬱になっ

ていると聞きました。人間は働かなくては生きていられません、

その大事な生きる糧を失っているようです。商売だってどこで

もできるわけではありません。再開したくても出来ない、借金

は残っている、毎日が不安の中での生活だと聞きました。新

たにクレジットカードを作ることが出来ないようです、無職だか

らという理由で審査が通らないとのことです。事情を言っても

カード会社は断るようです、あのイオンカードなどでもダメだ

そうです。だから以前から持っているカードを使ってはいるが、

更新できるか心配していると言っていました。補償金で生活

はできているが、生きている実感がないとも言っていました。

２０ｋと２５ｋ、この５ｋの差、２５ｋで私は生活し商売もしています。

２０ｋの人たちはあと最低でも６年はこのままの不自由な生活

が続きます。 

若い世代にとって６年間待つのは無理ですよね、もう帰らない、

帰れない町になりそうです。 

 

南相馬市から８月１８日夜南相馬市から８月１８日夜南相馬市から８月１８日夜南相馬市から８月１８日夜        

 2012-08-18 18:41:40 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/0b51ca8507a24b95

5e5b5232ba89356e 

『南相馬市のスポーツ施設』 

多くの施設が使えるようになってきました。６号線沿いのテニ

スコート、相農近くの弓道場、２中のふれあいドーム、夜の森

テニスコート、栄町柔道剣道場（ここで囲碁もやってます）南

相馬市スポーツセンター、市営野球場もやっと使用できます。

そのほか、市営プール、陸上競技場、北新田野球場、そのそ

ばの運動場、しかし不思議なのは、北新田第一グランド、第二

グランドがいまだに使えないようです。ここは少年野球の大会

の会場なので、ここが使えないと相馬市までいかないといけ

ないので、早く使えるようにしてほいいですよね。 

小川町体育館と馬事公苑は支援物資が入っているので、まだ

駄目だそうです。サッカー場は小高工業の仮設校舎が建って

いるので、サッカーをするところがないようです、室内のサッ

カー場、フットサル場を作って欲しいとサッカー関係者は言っ

ています。若い世代からお年寄りまで利用できる大規模なス

ポーツジムがあると面白いと思うのですが、ストレス発散から

体力作り、健康な体つくりをして医療費を削減する、復興のシ

ンボルになるような、予防医療と組み合わせたスポーツジム、

日本中、世界中からスポーツのインストラクターやトレーナー

に来てもらい、本格的な指導を受けるのも面白いかも知れま

せん。高齢化に先駆けて健康な体つくりが絶対必要ですから

そんなスポーツジムが南相馬市に欲しいものです。 

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

切れば切れば切れば切れば    芽が出る芽が出る芽が出る芽が出る    

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。 2012-08-14 23:06:58  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/d984b0

6e2063296f51071d3ece4aad3f 

 

蓮 

 

ある年 我が家の庭の立ち木が２本 無残にも枯れてしまいました。 

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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私は さっそく 人に頼んで 

その枯れた木を 根元から切ってもらいました。 

その木は雑木だったので 切れば芽を出すと思ったのです。 

 

秋頃になった時 ぽつぽつと青い芽を吹き出し 

翌年の春には 切った雑木の２本とも 

青い芽で 覆われました。 

 

もし そのとき そのままにしていたなら 

恐らく 木は２本とも枯れてしまっただろうと思います。 

思い切って伐採したために 

木は死なずに 助かったのです。 

 

その時 しみじみ「 切ると生きる 」という 

・・・ 自然の摂理を教えられたように思いました。 

 

人生も この木の株を切るのと同じで 

今までの枯れかかった生活態度を切りすてて 

・・・ 新しく生まれ変わることにほかなりません。 

 

従来の習慣に引きずられていては ひとつも変化しません。 

それには 時間を切ることが大切です。 

 

” 朝起きる時間”と”寝る時間 ”を 

まず きちんと切ることです。 

 

時間を切ることが 

実は 因縁を切ることに たいへん密接な関係があるのです。 

 

時間を切ることができるということは 

時間を使っていくことに通ずるのであります。 

 

待つ待つ待つ待つ    ・・・・・・・・・・・・1/31/31/31/3    

2012-08-15 14:05:02  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/311518f

03ee22aa0bc3ea79fe33e72df 

 

蓮 

 

過去を忘れ 

明るい未来に生きるというのは 

何よりも ・・・ 幸せなことです。 

 

しかし 自分の経験からすると 

若い時よりも だんだん年をとるに従って 

過去の暗さを忘れ 

未来に期待を ・・・ 持つようになります。 

 

日々についても 年月に関連しても 

何か明るいこと 

楽しいことを ・・・ 待つようになります。 

 

これは不思議なことです。 

 

理屈も何もありません ・・・ 。 

 

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

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 16161616 日日日日((((木木木木))))南相馬市生活復興ボラ

ンティアセンターのブログ  2012-08-16 18:31:45 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11330067132.

html  

 今日も暑い 1 日でした。 

 お盆休みも今日までという方もいらっしゃったのではないで

しょうか。 

 この休みを利用して、懐かしいボランティアさんも来て下さ

いました。 

 去年からボランティアさん個人の状況も変わってきていると

思いますが、南相馬を忘れることなく、来てくださることに本当

にうれしいです。  ありがとうございます。 

 

 さて、今日のサロンでは、カラオケを用意して下さる方がお

りました。 

 

 みんなで歌って、楽しみました。 
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屋外ボランティア活動は、活動場所 ４件 

活動いただいた方 ４７人でした。 

仮設住宅支援ボランティア活動は、活動場所 ８件 

活動いただいた方 １０人でした。 

合計  ５７人 でした。 

 

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

2012.8.11LIGHT UP NIPPON 2012.8.11LIGHT UP NIPPON 2012.8.11LIGHT UP NIPPON 2012.8.11LIGHT UP NIPPON 相馬藩相馬藩相馬藩相馬藩    

    どっさりんこ (2012.08.17 03:30) 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/6131.html 

東北を、日本を、花火で、元気に。 

 

昨年 2011 年に引続き LIGHT UP NIPPON 追悼花火一斉打

上げが、震災から 1 年 5 ヶ月となる 8/11(土) 

東日本大震災と、津波の被害の大きかった 

東北沿岸部の各地、13 ヶ所で打ちあげられました。 

 

 岩手県…(野田村・宮古市田老地区・山田町・大槌町・釜石

市・大船渡市三陸町越喜来・陸前高田市) 

 宮城県…(気仙沼市・石巻市雄勝町) 

 福島県…(南相馬市・会津美里町・広野町・いわき市四倉) 

 

今年、福島県内では 4 ヶ所で開催。 

南相馬会場では、｢LIGHT UP NIPPON 相馬藩｣と題し相馬家

第三十三代御当主、相馬和胤公御嫡男、行胤公を顧問に南

相馬市だけではなく、旧相馬藩領としての開催となりました。 

  

［LIGHT UP NIPPON 2012］URL：http://lightupnippon.jp/ 

 

実行委員長：上野敬幸(福興浜団) 

顧問：相馬行胤 

実行委員： 

 福興浜団 (URL：http://hamadan.jp/) 

 (社)原町青年会議所 (URL：http://www.jc450.com/2012/) 

原町商工会議所青年部 (URL：

http://www.haramati-yeg.com/) 

  NPO 法人 フロンティア南相馬 (URL：

http://www.frontier-minamisoma.org/) 

19:00 からの東北三県13ヶ所同時打上げを前に津波による被

害の大きかった萱浜の南相馬会場では実行委員長、顧問挨

拶の後 

  

昨年 2011 年に鹿島区で開催された「LIGHT UP NIPPON 

2011」にもお越しいただき 

南相馬へお心を寄せ続けてくださっている山根康弘さんが 

追悼 LIVE をお聞かせくださいました。 

 

山根さんは、南相馬へのご支援を続けていただき花火打上げ

の前には、「南相馬の方々のためにお使いください」と 

「LIGHT UP NIPPON 相馬藩」実行委員会へ義援金を届けて

くださいました。 

  

［STYLE -山根康広 公式サイト- / YASUHIRO YAMANE 

OFFICIAL WebSite -STYLE-］ 

(URL：http://www.y2-66.com/) 

会場には実行委員の各団体によるブースや福島への支援を

続けてくださっている日本青年会議所 関東地区協議会 

(URL：http://www12.jaycee.or.jp/2012/kanto/)のみなさん 

震災当初から、福島での活動と支援をいただいている｢絆

JAPAN｣さんによるおふるまいに花火を前にしたこどもたちが

集まります。 

  

  

19:00、東北三県 13 会場で追悼の花火が一斉に打ち上げら

れました。 

 

南相馬会場「LIGHT UP NIPPON 相馬藩」では亡くなられた

方、1 年 5 ヶ月が過ぎてなお行方の分からない方への鎮魂の
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祈りを込めて、約 2,000 発の花火が打ち上げられました。 

 

 

［2012.8.11 LIGHT UP NIPPON 相馬藩（第1部）］再生時間：5 分32 秒 

 

http://www.youtube.com/watch?v=WiVgJqAmpk8&feature=pla

yer_embedded 

［2012.8.11 LIGHT UP NIPPON 相馬藩（第2部）］再生時間：28 分19 秒 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6aoy_11AVuo&featu

re=player_embedded 

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

小高の「火祭り」を再現小高の「火祭り」を再現小高の「火祭り」を再現小高の「火祭り」を再現 南相馬市：フォトレポ南相馬  

【2012 年 8 月 15 日（水曜日）】 

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

o_201208/20120815.jsp 

 原町区の牛越仮設住宅で「復興 絆 大盆踊り 打ち上げ花

火 火祭り」が開かれ、仮設住宅の入居者や地元住民、お盆

で里帰りした避難者でにぎわいました。 

 会場では多くの出店が軒を連ね、やぐらの周りには相馬盆

唄に合わせ大きな輪が出来上がりました。暗くなると水田の周

囲約 1200 メートルに竹につるした火の玉のかがり火 400 本が

幻想的な光を放ち、120 発の花火が夜空を彩りました。 

 

▲にぎわう会場  ▲神楽舞の披露 

 

▲やぐらを囲む踊りの輪 ▲うちわを手にして踊る皆さん 

 

▲幻想的な光を放つ火の玉  ▲400 個の火の玉 

 


