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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    

    

忘れないで忘れないで忘れないで忘れないで        ＧｏｉｎｇＧｏｉｎｇＧｏｉｎｇＧｏｉｎｇ    

諦めることを諦めた。私は自分の意思を持って進みた

い。2012 年 09 月 19 日(水) 23 時 27 分 19 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-11359192061.htm

l 

こんにちは 

本当にお久しぶりです。 

キャナです。 

 

最近、反日やら何やらで見ていて不愉快なものばかりなので、

テレビを見なくなりました。 

しかも震災のこと、あまりやってませんね。 

震災のとき、日本や世界には愛とか、思いやりが溢れているよ

うに思っていました。 

今は、憎しみとか、だけですね。 

全く馬鹿らしいったらありゃしません。 

 

震災を忘れた皆さんに１つ。 

私たちは、あなたがたが忘れている間も一生懸命、先が見え

ない恐怖や、絶望、少しの期待のなかで暮らしています。 

震災を忘れた放送局 

震災のことを取り上げられずに、忘れられていく恐怖に怯えて

いる人もいます 

 

死にたいと言ってる人もいます 

 

震災を忘れないでください 

私たちを忘れないで    

    

今日は長男柊斗の誕生日です。今日は長男柊斗の誕生日です。今日は長男柊斗の誕生日です。今日は長男柊斗の誕生日です。     人との繋がりを大切に

したいと願うブログ（2012.7.11 変更）   そろそろブログ復

活 で ～ す ヽ （ ￣ ￣ ￣ ￣ ￣ ￣ ∇ ￣ ￣ ￣ ￣ ￣ ￣ ） ﾉ 

2012/10/6(土) 午後 10:08 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/39474650.html 

ご無沙汰しておりました。 

今日は柊斗の４歳の誕生日。 

今まで特に大きなけがもなく、病気にかかることなく、 

ここまで成長してくれたこと、親として嬉しく思います。 

また来年、家族みんな笑顔で誕生日を迎えられるよう、 

これからもがんばりたいと思います。 
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南相馬市から１０月４日夜南相馬市から１０月４日夜南相馬市から１０月４日夜南相馬市から１０月４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！ 2012-10-04 19:44:40 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/508251fb6750d72e

7ffcdbc9ddc547b2 

『自信が無くなっています』 

絶対安全な事、は無いことはわかっています。しかし、それで

も何とか安全なように、安心できるように、内部被ばくを防ぐ為

に、せめて食品の検査はして、確かめて、安心できるかという

と、ダメなんですね、難しいものです、隣のとどけ鳥で食品の

検査をしていますが、小高区の方が震災前の米（保管してあ

ったもの）の検査をしたようですが、不検出だったようです、今

では震災後の土地からは作った作物から少しでも検出される

わけですから、悪い影響はあるわけですから、この事実が続

く限り、絶対安全、安心とはいかないようです。最近、話したお

医者さんが数年先に健康に年配者でも影響が出てきそうだと

言っていました。本当にここに住んでいていいのか？福島県

は大丈夫なのか？とは思いますが、それでも、ここで生活し

ていかなくてはなりません、どこにも行く気にもなりませんが、

まだなかなか始まらない、除染作業にもどかしさを感じていま

す、川内村では除染が進んでいて、結構線量が下がっている

と聞きました。０，１とか０，０５とかになっているとか、南相馬市

でもどのくらい下がるのか、早く知りたいですね。仮置き場、

何とかならないものですかね。 

 

南相馬市から１０月１１日木朝南相馬市から１０月１１日木朝南相馬市から１０月１１日木朝南相馬市から１０月１１日木朝        

2012-10-11 04:53:37 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/3a4d039d37312c98

cd80b5c04d7056bc 

『原コン』 

原コン＝原町合同コンパのことです。駅前の飲食店１０店舗が

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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共同で行う事業です。 

男性１５０名、女性１５０名ほどを集めて（参加はふたりで一組

で）行います。もちろん独身者に限ります。おひとり参加費は

男性６０００円女性２０００円です。 

隣町の相馬市でも８月に行おうとしましたが、男性が４０名女

性が１０名しか集まらず中止になったようです。南相馬市原町

区では何としても成功させ、次回も開催できるようにしていき

たいと考えてします。独身の皆さん特に女性の方の参加を切

に願っているようです。 

これも、この町の復興のための一環です。若い世代がこの町

に残って欲しい願いがこの事業にもこもっています。 

 

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

    

毎日が誕生日毎日が誕生日毎日が誕生日毎日が誕生日    ・・・・・・・・・・・・    生気に満ちて生気に満ちて生気に満ちて生気に満ちて    

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。 2012-10-01 00:10:23 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/b0df7c2

9ceff99cb7488c35d8bd9394d 

 

遠足 

今日という日は 

いかなる偉人も 賢者も 聖人も ・・・ 未経験の日です。 

 

だれが どんなふうに最高の経験をするか。 

その意味では だれもが 

平等のスタートラインに立たされています。 

 

さっきまでの疲れや 

これからの段取りが あれこれひっかかっていては 

いま目の前にある仕事に 

生き生きと取り組むことができるはずがありません。 

 

私たちは 

つねに生まれたての生気に満ちたものでなければなりませ

ん。 

つまり 毎日が ・・・ 誕生日なのです。 

 

 

「「「「    ナルヨウニナルナルヨウニナルナルヨウニナルナルヨウニナル    」」」」    ・・・・・・・・・・・・    ２．取越苦労２．取越苦労２．取越苦労２．取越苦労    

2012-10-01 21:00:59 

 

遠足 

 

自分に風を動かす力などないのに明日の風向きを心配する。 

・・・ これを 「 取越苦労 」 といいます。 

 

それはあえていえば神の領域をおかす不遜でさえあります。 

それが証拠に あなたの人生は今日まで 

 神の差配によって 「 なるようになってきた 」 ではないですか？ 

 

だから 明日からも同じように「 ナルヨウニナル 」・・・です。 

むだな心配はせぬほうが賢い ・・・ ですよ。 

 

将来のことについて不安が生じたら 

「 ナルヨウニナル 」 と 声を出していってみましょう。 

（ 私はいつも そうしてきました ） 

これは真理の言葉ですから 

いいすぎてマイナスになることは ぜったいにありません。 
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よく人がいう 「 ナルヨウニシカナラヌ 」 は 

口にしないほうがよい ・・・ と思います。 

この言葉には 不平や諦め（ アキラメ ）の匂いがあります。 

・・・ それだけ 弱くて 暗い言葉なのです。 

 

同じいうなら 「 ナルヨウニナル 」 ・・・ といいましょうよ。 

強くて 大きくて 創造的な言葉であるからです。 

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

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    10101010 月月月月 11111111 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  2012-10-11 17:35:15 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11376969702.

html  

  木曜日の今日は、県内（特に市内）のボランティアさんがた

くさんの活動していただきました。 

 いつもは、県内２～３割・県外７～８割の比率なのですが、木

曜日は毎週この比率が逆転します。 

 

 地元のボランティアさんも一生懸命、活動してくれていま

す。 

 地元のボランティアさんだからこそ、気持ちを共有できること

もありますからね～。 

 

 今日の仮設住宅支援ボランティア活動は、活動場所 ９件 

 活動いただいた方  １５人でした。 

 

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

～野馬追の里～野馬追の里～野馬追の里～野馬追の里    南相馬～子どもたちが描く南相馬～子どもたちが描く南相馬～子どもたちが描く南相馬～子どもたちが描く    ふるさと絵ふるさと絵ふるさと絵ふるさと絵

画画画画(9/29(9/29(9/29(9/29、、、、30303030 開催開催開催開催))))        

ゆっ太郎 (2012.09.29 02:30) 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/6478.html 

 

9/29(土)、30(日)の 2 日間 

 道の駅 南相馬ギャラリーで 

 ～野馬追の里 南相馬～ 

 子どもたちが描く ふるさと

絵画展 

が開催されています。 

 

 主催(問合せ先)：社団法人 

原町青年会議所 

 後援：南相馬市教育委員会 

  南相馬市 PTA 小中学校連絡協議会 

  社団法人 原町観光協会・福島民報社・福島民友新聞社 

 協力：朝倉悠三氏 

 

今年の応募絵画数は、約 600 点 

南相馬市内の小学校 4 年生、5 年生、6 年生が描いた 

野馬追をテーマとした絵画展です。 

［社団法人 原町青年会議所］絵画展開催案内 

 

南相馬市内の各小学校ごとに野馬追絵画が展示されていま

す。 

原町第一小学校、高平小学校 

 

鹿島小学校、大甕小学校 

 

原町第二小学校、真野小学校 
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太田小学校、八沢小学校 

 

上真野小学校、石神第二小学校 

 

石神第一小学校、原町第三小学校 

 

今年 4 月に警戒区域が解除されたものの 

未だ自宅へ戻ることができず 

仮設校舎での授業が続く小高区内の小学校のこどもたちも 

ふるさと小高での野馬追の様子を描いた絵を描きました。 

 

金房小学校、福浦小学校 

 

鳩原小学校、小高小学校 

 

南相馬のこどもたちが郷土の歴史、相馬野馬追をのびのびと

自由に描いた絵画展。 

道の駅 南相馬で 9/30(日) 17:00 まで開催。 

10/13(土)には、北九州市小倉城 勝山公園での全国展に 

この、～野馬追の里 南相馬～子どもたちが描く ふるさと絵

画が展示されることになっています。 

 

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


