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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９月１０日夜南相馬市から９月１０日夜南相馬市から９月１０日夜南相馬市から９月１０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！ 2012-09-10 19:16:11 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d5d8475873752161

33d8268808ebf507 

『廃業』 

今日、また南相馬市原町区の一軒のお店が廃業することにな

ったようです。毎日、市場で顔を合わせて、一緒にセリで買っ

ていたお仲間の店です。事情は今はまだよくわかりませんが、

若い人たちが（息子さんの家族）が避難しているので、続ける

のが難しくなったようです。 

後継ぎの若い世代が手伝えないことが、商売を継続出来ない

ことの一因のようです。 

気力、体力、知力、が要ります。年を取っていけば体力は若

い人たちに任せなくてはなりません、気力はまだ負けません、

知力も経験が生かせることがあります。年とともに足りなくなる

体力が必要です。若い体力と初老の気力と知力が合体して商

売の継続と継承ができていくはずです。最後まで生き残って

この町の将来を見届けなくてはと思っています。 

「負けてたまるか」 

 

南相馬市から９月１１日火朝南相馬市から９月１１日火朝南相馬市から９月１１日火朝南相馬市から９月１１日火朝        

2012-09-11 05:22:27 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/fc307be6ffdbc6a7c

79f4352e1cddaca 

『駅ひがし商店会』 

今日の夜は駅ひがし商店会の役員会です。今年度の行事を

そろそろ実行していかないと、（もう半年しかありませんが）ま

ずいことになってしまいます。ついつい忙しさから、商店会の

活動が後々になってしまいます。 

市商連の活動も来週、会議や打ち合わせが続きます。さすが

に涼しくならないとやる気も出てきませんから、考えてみれば

毎年のことのように感じます。街路灯の問題、会費徴収、行事

の実行、などが議題です。 

街路灯の維持、管理をどうしていくのか、そろそろ具体的に考

える時期に来ていますが、いまだ妙案がでません。商店会が

頑張ればことは片付く話なんですが、先行きが心配、不安な

商店会なので、今、まだ元気なうちに何とかしなくてはと考え

ています。難しい話は関係が良好なうちに片づけることが肝

心です。 

市との関係から何とか街路灯の補助金の増額をしてもらいた

いとも考えています。今だと以前と違い話を聞いてくれそうな

感じなのですが。 

 

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

まずまずまずまず    ＜＜＜＜    古古古古    ＞＞＞＞    をよく知りをよく知りをよく知りをよく知り    ・・・・・・・・・・・・    

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。 2012-09-11 13:05:29  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/d2685e

806d72a2d624f258ca3dbc2e3c 

 

遠足 

 

当今の世の中 万般の諸問題において 

＜ 温故 ＞ を怠って ＜ 新 ＞ だけを求める ・・・ 

そういう あさましい風潮があります。 

 

「 古いこと ＝ まちがい。 

ゆえに 古きを否定することが 

進歩的で 新しい生き方 」 

そのような 「 馬鹿みたい 」 な 

オッチョコチョイで単細胞的な考え方・・・が横行しています。 

 

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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その根元の責は 

一部の しかし 強大なマスコミにあるのでしょうが 

＜ 温故 ＞ を怠るから ・・・ 永遠の価値がわからない。 

 

だから 思想が すべて” 根無し草 ”となり 

考え方、生き方が 混迷、混乱をきわめることになるのです。 

 

はやい話 ・・・ ＜ 温故知新 ＞ がすでに 

二千五百年も昔の言葉なのです。 

しかも こんにちなお ピチピチ活きているのです。 

すなわち 永遠の価値をもっているのです。 

 

こんな言葉を引き出すことが 

すでに 一つの ・・・ ＜ 温故 ＞ なのです。 

 

捨て身で生きる捨て身で生きる捨て身で生きる捨て身で生きる                2012-09-11 09:37:39  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/941729

a79fc88414aaa7ad60be1485cc 

 

遠足 

 

捨て身ほど ・・・ よい生き方はありません。 

すべてのよいことは ・・・ その中にあります。 

 

だが 捨て身とは 

血相変えて 立ち向かうことではありません。 

相手に ただ真向かいになることです。 

 

決心も 覚悟もいりません。 

 

親は子に  子は親に 

先生は生徒に  生徒は先生に  

花に  雲に  山に 

そして 

勉強に  仕事に  遊びに 

・・・ すべての出会う事物に 

心を真正面に向けて 全開することです。 

 

対象の正邪  好悪  大小を論ぜず ・・・ 

それができれば 

もう 何もいうところはないのですが ・・・ 。 

 

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

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    9999 月月月月 11111111 日日日日((((火火火火))))南相馬市生活復興ボラ

ンティアセンターのブログ  2012-09-11 17:17:49 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11352723671

.html  

  今日で、１年と半年が経ちました。 

 

 ボランティアセンターでは、これまでと変わらず活動を続け

ていきます。 

 

 仮設住宅支援ボランティア活動は、活動場所 ２件 

 活動いただいた方  ３人でした。 

 

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

【南相馬市原町区】大声を出してストレス発散【南相馬市原町区】大声を出してストレス発散【南相馬市原町区】大声を出してストレス発散【南相馬市原町区】大声を出してストレス発散    

どっさりんこ (2012.09.12 11:48) 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/6321.html 

 

東日本大震災から一年半が経ちました。 

まだまだ先が見えない津波被害や原発問題で、避難を余儀

なくされてる方々が多いです。 

慣れない仮設住宅での生活、私たちが取材していても一人で

テレビを見てばかりっと言う方の声を耳にします。 

そんなストレスを声に出して発散してみましょうと『合唱』を始

めた方がいます。 

【相双の偉人】で紹介した『島和夫さん』です。 

【相双ゆたどさ】：【相双の偉人】（2010.4.5：掲載）、【相双の偉

人②】（2010.5.6：掲載）、 

【相双の偉人③島和夫さん編】（2010.8.11：掲載）、【母校にて

演奏会】（2010.12.2：掲載） 

島和夫さんが講師になり、仮設住宅で暮らしている方を中心に声をか

け大きな声を出してもらおうというのがきっかけでした。 

今回は第 3 回と言うこともあり約 15 名の方が集りました。 
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初めての方もいるということで最初にどれ位の声量があるかを

テスト。 

 

『ソプラノ・アルト・テナー』の３パートに分かれます。 

わかれたあとは皆で自己紹介をしながらの楽器を使っての『リ

ズム練習』 

 

簡単に見える２小節のリズム練習ですが、なかなか教えてもら

うようには出来ずに何度もつまずいてしまうことも・・・。 

でもなんとか笑いと講師の島先生のズッコケがありながら、皆

さん無事に『自己紹介』を終えることができました。 

そして本題の『合唱』の練習に。 

３パートではなく２つのパートに分かれこの 3 曲を練習するこ

とになりました。 

 

「みなさんカラオケは出来ます。でもリズムを取ることが出来な

いのでこれから練習を」っと島先生 

小さい頃から聞いて唄っている曲、耳では分かっているので

すが、でもなかなか最初はハモることができません。 

でも、練習を重ねることにより出来るように！！さすがみなさ

ん歌が好きな方ばかり。 

どんどんマスターしていくみなさん。 

聞いている私も気持ちがよく口ずさんでいました。 

 

島さんはソプラノ１０名、アルト１０名、テナー１０名の合唱団に

したいそうです。 

まだまだ団員を募集しています。そしてみんなさんに聞いて

もらいたいと！！ 

是非気軽にきてくださいっと！！ 

月２回の開催を予定しています。 

興味がある方は是非！！問い合わせてみてください。 

 

・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。* 

  牛越合唱団 

住所：南相馬市原町区牛越地区 牛越仮設住宅第一集会所 

時間：１４時～１６時 

料金：無料 

講師：島 和夫 

問合せ：080-6540-2708 

    

毎回大盛況、第毎回大盛況、第毎回大盛況、第毎回大盛況、第 4444 回相農ショップ回相農ショップ回相農ショップ回相農ショップ    

どっさりんこ (2012.09.11 10:30)   

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/6292.html 

毎回沢山の方々が楽しみにしている『相農ショップ』 

9 月 7 日に第 4 回が開催されました。食品科学科の 3 年生 9

名が担当。 

今回午前中に牛越の仮設住宅に生徒さん自ら宣伝をして回

ったそうです。 

掲示板にも手づくりのポスターが掲載されていました。 

沢山の掲示物の中のポスターよりもカラフルで目立っていました。 

 

『相農ショップ』会場では、

13 時 30 分～の整理券配

布前から待っている方々

沢山。 

 

 

では今回出品された商品をご紹介。 

好評であっと言う間になくなってしまう『パン（60 円～200 円）』 

 

今回はアンパン 2 種類（各 60 円）。おやきアンパンとアンパン。

本当にうまうまで 2･3 個ペロッと食べてしまいます。 

そして今回初登場の「塩麹食パン」と大人気の「バターロール

（200 円）」。 

そしておやつには最適「がんづき（60 円）」 

 

ラクピス（各 300 円）、ジャム（300 円）、トマトジュース（150 円）

などなど。 
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トマトジュースは本当はもったいないけど凄く濃厚なので料理

に使うにもバッチシ。 

 

そして今回は『野菜 4 種類（各 100 円）』やベーコンなども登場。 

肉系はこれからどんどん色々な種類が出品していくそうです。 

どんなお肉の加工物が出てくるか楽しみですね。勿論全部売

り切れです。 

生徒さんが色々な食べ方も教えてくれましたよ！！ 

 

野菜は外部の検査機関にお願いし、放射性物質が検出され

てないことを確認してからの出品。 

「ししとう｣本当に大きくて食べ応えがあり美味しかった～～。 

 

「ゆべし（各 60 円）」もくるみとゴマの 2 種類。試食もあり、ちょ

っと食べてみて買っていくお客さんが沢山でした。 

そして私の大好きな「サーターアンダギー（50 円）」とマドレー

ヌ（60 円）。小さいお子さんにも好評です。 

 

次回は『ぶどうジャム』も登場しますよ！今作っているんです』

っと教えてくれた生徒さん。 

毎回取材でお邪魔するたびに、生徒さんに励まされて帰って

くる私。 

商品は勿論ですが、キラキラした目で接してくれる生徒さん達。 

 

また元気をもらいにおじゃまします。 

そして嬉しい事に今月は 20 日にもう一度開催されるんです。 

20 日の第 5 回の担当は『食品科学科の 2 年生』です。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

  相農ショップ（そうのうしょっぷ） 

住所：福島県南相馬市原町区三島町一丁目 65 

問合せ：0244-23-5175 

開催日:9 月 20 日（木）、 

     11 月 9 日（金）、12 月 7 日（金） 

開催時間：14 時～15 時 10 分 

整理券配布時間：13 時 30 分～ 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

 

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

救急医療に理解を深めるシンポジウム救急医療に理解を深めるシンポジウム救急医療に理解を深めるシンポジウム救急医療に理解を深めるシンポジウム 南相馬市：フ

ォトレポ南相馬  【2012 年 9 月 8 日（土曜日）】 

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

o_201209/20120908-2.jsp  

 第 13 回救急シンポジウムはサンライフ南相馬で行われ、消

防関係者や医療関係者、市民など約 300 人が参加しました。 

 特別講演のあとパネルディスカッションが行われ、市民を交えて地

域が抱える救急医療の課題について意見を交わしました。 

 

▲あいさつする桜井市長 ▲相双保健所長の特別講演 

 

▲現状を報告する総合病院副院長 ▲ほぼ満席の客席 

 

▲パネルディスカッション ▲意見を述べる及川副院長 


