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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２０日夜南相馬市から８月２０日夜南相馬市から８月２０日夜南相馬市から８月２０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！ 2012-08-20 19:01:56 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a71ab7a637a49a22

0cc5c28d3717bdce 

『原発災害マニュアル』 

原発事故前に、桜井市長になってからですが、原発事故が起

こった時のために、南相馬市の原発被害での対処するため

のマニュアルを作成しようとしたそうです。県に相談したところ、

はっきりと必要ないとの返事だったそうです。必要なのは原発

から１０ｋ以内の所で、オフサイトセンターもあるから、南相馬

市では必要ないとのことを言われたようです。 

オフサイトセンターが機能しなくなった時は、南相馬市のサイ

ヤの裏にある合同庁舎がその役目を果たすことになったいる

のにもかかわらず、南相馬市には必要ないとは、？？確かに

県も原発神話、安全神話での原発との関わりですから、安全

だもの必要はないですよね。 

桜井市長は安全ではあるが、何が起こるかはわからないから、

作成したかったようですが、県に必要無いと言われればどうし

ようもないわけです。だらか、原発事故後、県から南相馬市へ

何の指示もなく、ましてや情報なども入ったこず、動くに動け

ない状態だったようです、自衛隊が７０ｋまで撤退しますと言

いに来た時はどうしようかと思ったそうですが、結果的に市役

所自身、動くことが出来ず、ここに居続ける決断をしたようで

す。震災後４．５日後のことだそうです。 

良かったのかはわかりませんが、今、南相馬市に住んでいら

れるのは、南相馬市の地盤が地震に強かったということと、イ

ンフラがしっかりしていたこと、そして行政、市役所がここに残

ったということなんでしょうね。ついていたのかな？ 

国がおかしいのは、自衛隊を７０Ｋも原発から避難させて、２０

Ｋ～３０Ｋの南相馬市の市民に対しては屋内退避の指示では、

どう考えてもおかしいですよね。 

今日、そんな話を聞きました。 

南相馬市から８月２２日水朝南相馬市から８月２２日水朝南相馬市から８月２２日水朝南相馬市から８月２２日水朝        

2012-08-22 05:21:21 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e5b262803e262d38

049201f5a51e4486 

『認識』 

昨日の夜、集まりがありました、そこで、みなさんそれぞれ、原

発についてや、放射能、南相馬市、市長、賠償金、孫、これか

らの生活、などなど、いろんなことについて、こんなに認識が

違うことを改めて知りました。 

人ぞれぞれとは言うものの、結構、本音はいろいろあり、しか

しその本音でいたのでは、まとまることはなく、そこに妥協とい

うことが出てくるのですが、しかしそれが命に関わることでは、

妥協はできないわけで、 

いまだに、除染が始まらない南相馬市の現状をおかしいと思

いつつ、総論は賛成でも各論では反対、除染から出てくる廃

棄物の置き場すらなかなか決まない現実、誰も自分ちの近く

には来てほしくないことはわかるのですが、皆さん除染には

疑問を感じてはいますが、まず、やってみない事には分から

ない事だらけで、除染したことで、若い世代が帰ってくること

への判断材料のひとつになれば良いのですが。 

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

今を今を今を今を    しんみり味わうしんみり味わうしんみり味わうしんみり味わう    

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。 2012-08-20 22:10:44  

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

6e2063296f51071d3ece4aad3f 

 

遠足 

自分のペースで 確実にやる。 

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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かんたんにいえば ・・・ 今が大事だということ。 

・・・ 今やることに全力をそそぐこと これが大事なのですね。 

 

はやくやる ということは、 

はやく今を去って 

自分が望むものを手にいれたい 

人が期待したことを達成したいうことでしょう。 

 

はやく今を去るということは 

今が仮住まいだから 

はやくそこを抜けだすという意味ですね。 

 

しかし 

今がつまらないというのは、 

今をよく生きていないという証拠です。 

 

だから よく生きたいために 

 いそぐのだといいたいのでしょうが ・・・ 

今をよく生きていない人が 

将来 よく生きることはできないのです。 

なぜなら わたしたちが生きているのは 

今だからです。 

今がすべてなのです。 

 

今を しんみり味わうという“ ゆとり ”が 

“ よく生きる ” ということに必要なのですね。 

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

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 24242424 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  2012-08-24 17:25:35 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11336661984.

html  

  今日も、暑く晴れ渡る１日でした。 

 朝、ボランティアさんが「雨降ったら、休もうと思っているが、

8 月に入ってから雨が降らない。」というお話をしていました。 

 確かに、毎日晴れてて、屋外のボランティアも順調でした。 

 ボランティアさんの中に、晴れ男・晴れ女がいるんでしょうね。 

 

 さて、今日はサロンで、「認知症予防講話」が行われました。 

 サロンでは、たまにちょっとマジメなお話もします。 

 

みなさん、真剣な様子で聴いていま

した。 

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 ３１人でした。 

 

仮設住宅支援ボランティア活動は、活動場所 ３件 

活動いただいた方  ３人でした。 

合計 ３４人 でした。 

 屋外ボランティア活動の  ８月２５日（土）のニーズ件数は５

件 ボランティア人数 ８０人程度 を予定しています。 

 

○大事なお知らせ 

 8月31日（金）まで、毎日 屋外ボランティア活動を受け入れ

をいたします。 

 なお、9 月からは金・土・日の活動とさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○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。 

 

 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。 

 

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

【南相馬市】夏ラストスパート【南相馬市】夏ラストスパート【南相馬市】夏ラストスパート【南相馬市】夏ラストスパート    みんな共和国みんな共和国みんな共和国みんな共和国    どっさり

んこ (2012.08.22 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/6152.html 

夏休みもあと１週間。 

8 月 1 日の開国からあと 1 週間で閉国となる『みんな共和国』 

地元の人々が『こどもたちを外で思いっきり遊ばせたい』っと

いうことからはじまった『みんな共和国』。 

連日沢山の子ども達が遊びに来ています。 

開国当初からくらべると遊具も増え、アクティブに遊ぶ子ども

達。 

  

いつも私は見ているだけでしたが、ゆっ太郎や軍曹（戸田 事

務局長）のお誘いで挑戦しました。 

みんな共和国内は砂を引かれている為靴を脱ぎ、裸足で歩く

ことがきます。 

砂が冷たくて気持ちいいんです。 

 

最初に挑戦したのは、大きな木にやぐらを作りそこから飛び降
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りる遊具から。 

飛べるかな～っとワクワクしながら、一番高いところに登って

みたものの、怖くなってしまい、みんなから大丈夫と言われな

がらも、おそるおそる一段下がり、中段からの挑戦にさせても

らいました。 

  

飛ぶまではドキドキでしたが、飛んでみると楽しくて、また飛

びたいという気持ちになります！ 

でもやっぱり一番高いところは・・・。小学生もホイホイと飛んで

飛んでいました。 

そんな中ゆっ太郎は慣れたもので、後ろ向きで飛ぶことに挑

戦。 

  

ゆっ太郎の飛ぶ姿をみる為、皆が集り、見ているほうもドキド

キ。すごい迫力でした。でもゆっ太郎楽しそう。 

内緒ですが次の日ゆっ太郎、首が痛かったそうです。 

 

この日は、ボランティアの方々が「みんな共和国」のこども達

のために『ドッチビー』。 

９つの的にディスクを投げ、当てるゲームや 

柔かいフリスビーのディスクを使い、ドッチボール風のゲーム

を楽しみました。 

この的に当てるとうまい棒がもらえると言うことで子ども達は必

死に的に当ててました。 

みんな上手。そんな私はだめで、小学生の女の子にダメ出し

されていました。 

  

その他にも懐かしい竹馬やシャボン玉、ボールなどなど大人

も楽しめる遊具ばかり。 

  

代表の戸田さんは『大人も楽しめる場所じゃないとおもしろく

ないでしょう』っと。 

大人も楽しめて、初めて子どもも安心して楽しく遊べる場所。 

是非お子さんを連れて沢山の汗をかきに！本当に大人も楽

しめます。 

  

開国は今月 26 日まで。 

26 日の最終日には『みんな共和国』から『24 時間テレビ』生放

送お見逃しなく。 

 

＼みんなで つくろっ！／ 

みんな共和国 

～手のひらを太陽に！大作戦!!

～ 

最終日 8 月 26 日(日)は 24 時間

テレビとのコラボイベント 

［みんな共和国］URL：

http://minnakyowakoku.jimdo.c

om/ 

 

 

【南相馬市】インドアパーク南相馬【南相馬市】インドアパーク南相馬【南相馬市】インドアパーク南相馬【南相馬市】インドアパーク南相馬        

どっさりんこ (2012.08.23 10:30) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/6182.html 

今月 14 日にオープンした『インドアパーク南相馬』。 

 

 こども達が安心して遊べる場所をと「ふくしまインドアパーク

郡山」を展開している 

NPO フローレンスが南相馬で子育てをするお母さん達の声を
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受けスタートしました。 

 

園内に入ると、裸足で歩いても気持ちの良い芝生が広がります。 

園内には乳幼児が遊べ、おむつ交換・授乳が出来る部屋と大

きな子どもが遊べる部屋の 2 つに分かれています。 

 

乳幼児が遊べる部屋には、まだまだ頭の柔かい子どもが転ん

だりしても大丈夫なようにクッション性が高いマットや遊具ばが

り。当たっても痛くないものばかり。 

お母さん達も安心して遊ばせられます。 

 

そしてオムツを交換できたり、授乳が出来るスペースも完備さ

れているので安心。 

 

こちらは、大きなお子さん達が遊べるスペース。 

沢山の絵本が並ぶスペースや、大きな遊具、本格的なおまま

ごとが出来る遊具も。 

お母さん達のアンケートをもとに入れた遊具ばかりです。 

 

図書館は「読みたい本があるならばリクエスト OK！」是非リク

エストしてみてください。 

子ども達が大好きなアンパンマンの絵本も！！ 

 

そして「インドアパーク南相馬」で一番の人気の遊具は、室内

砂場。 

 

この砂はオーストラリアのホワイトサンドを使用した砂。サラサ

ラしてキメが細かく、気持ちが良い。 

水はけが良いので、水遊びをしても大丈夫。少ない水で砂団

子が出来ちゃいます。 

砂場で遊ぶ方は是非タオルをご持参下さい。 

 

私達も一通り遊具を体験させていただきました。 

子どもに戻ったみたいに楽しく体験させていただきました。少

しの時間でしたが、ヘトヘトになります。 

 

子どもは勿論、大人もおもいっきり遊べる場所です。おススメ

したいスポットです。 

遊具は飽きがこないように、一ヶ月に一回入れ替えるそうで

す。 

毎月どんな遊具が入るか楽しみです。 

安心安全に遊べる場所『インドアパーク南相馬』是非遊びに

行ってみてください。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

      ふくしまインドアパーク南相馬 

住所：福島県南相馬市原町区錦町一丁目 125 番地 

電話番号：0244-26-9984 

開園時間：10 時～18 時 

定休日月曜日(月一回不定期で臨時休業あり) 

料金：月会費制で、クレジットカードによる毎月の引き落としと

なります。 

    利用可能カードは、VISA、MASTER、JCB、American 

Express です。会員には以下の２種類があります。 

●いつでも会員：1,980 円／月でいつきても無料で遊び放題 

●土日祝会員：1,580 円／月で土日祝に無料で遊び放題 

●ビジター：2,000 円／月で利用当日は再入場可能で遊び放題 

駐車場：有 

※料金について詳しくは下記のホームページまで 

ふくしまインドアパーク南相馬 

http://fukushima-indoorpark.jp/parkdetail/minamisoma

/ 
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