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

空回空回空回空回りりりり        |壁|дﾟ)･･･ 

TDM850、ジェベル 125 の記事。ツーリングの経過やレポー

ト、車両の整備を中心に書いています。 

2011 年 04 月 13 日 

http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/245/ 

街の復旧復興には程遠

く、季節だけが先回り 

焦ってもしょーーがな

い 

移る景色を眺めていこ

うかなと 

土曜日かーーちょっと

急すぎだなぅ＞＜； 

現在絶賛旅に出てるアノ方、ご参考に(･∀･) 

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

旭公園旭公園旭公園旭公園なうなうなうなう        

 東北の関西人        被災者と被災地で働く全ての人がまた普

通の生活に戻れますように。2011-04-13 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10860473459.html#main 

 

南相馬市民、原町の人ならだれでも知ってる 

旭公園の桜開花しましたよー 

 

六部咲き…ってと

ころかな？ 

週末は満開間違い

なしですね 

 

 

 

 

例年ならお祭りム

ードなのに今年は

閑散… 

でもわたしがお花

見に来てあげるか

らね 

原町を出た皆さん

にも写真で満開桜をお届けしますね！ 

 

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

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災（（（（Vol.04Vol.04Vol.04Vol.04    震災直後震災直後震災直後震災直後のののの我我我我がががが家家家家））））        

第一子第一子第一子第一子とととと猫猫猫猫、、、、時時時時々々々々    結婚結婚結婚結婚＆＆＆＆コラムコラムコラムコラム    

大地震に臆する事無く、3 月 17 日無事に第二子が産まれました

(≧ε≦) 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37319643.html 

2011/4/13(水) 午後 8:51 

 2011 年 3 月 11 日 PM4:00 に我が家に着いた。あ

の巨大地震から既に１時間が過ぎていた。 

相方に『家の中どう？』って聞いたら、『入れない・・・・

行けない、怖い・・・・』って泣いてた。 

まだ余震が続いていたし、相方の選択肢は正解だった

だろう。 

身重の状態であの部屋に入るなんて自殺行為とも言え

るし、第一おなかの BABY に万が一の事があった

ら・・・・ 

私はこの地震の影響を考慮し、家の中にある鍋や釜、

ボトル、水筒等水を入れられるもの全てに水を貯めた。 

もちろん、お風呂のバスタブにも洗濯機、我が家には

バケツが全部で４つあるのでそれぞれ満タンに。 

（幸いにも水はまだ出ていた） 

その日は相方と隣町の実家に泊まる事にした。 

次の日の家の中の状況がこちら。。。 
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撮 影 時 に は

すでに冷蔵庫

は閉めてある

が、地震の時

は 全 て

“OPEN”だっ

た。 

中に入ってい

たものは全て

吐き出されていた。 

卵は９個入っていたが、満足なのは１個だけ。 

机の上には両手鍋に貯めた水が見える。 

  

米櫃には 3/9に入れたばかりの米が。。。 

４／５は床にばらまかれ、そのうちの８０％以上が水槽

からこぼれた水につかってしまった 

左に見える棚

の上にも扉付

きの棚があっ

たが、 

地震の影響で

前のめりで転

落。（上の写

真で扉だけは

見える） 

そこには我が家の食器がほとんど入ってた。 

我が家の瀬戸物食器、グラス類、急須、どんぶりの９

０％がゴミになってしまった。 

残ったのはシンク脇の籠に入れておいたご飯茶碗と味

噌汁碗、マグカップ×３個と皿が５枚。 

あとは全て・・・・・ 

右手前に水槽

が見えるかと

思う。 

この水槽、水

槽本体 や 中

に入っている

石 や ソ イ ル

（土の様なも

の）、水を合

わせると１００キロ近い重量がある。それが４０ｃｍくらい

前に出ていた。 

これを定位置に直すのに後輩を呼んで直した。 

奥には地震で外れてしまった襖が見える。 

上の写真を見て貰うとおり、我が家で“ダイニング”と呼

ばれる場所に足の踏み場が無かった。 

何から手を付けて良いのか判らない状態だった。 

それでも津波で家を失った方から見れば、自分はまだ

幸せなほうだと思う。 

この状態を見て思ったのは、 

『相方と子供が家にいなくてホント良かった・・・・・』 

と思った。 もちろん、未だ行方不明のナナも。。。。。 

 

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

絶望絶望絶望絶望とととと切望切望切望切望            

ありがとうありがとうありがとうありがとう 被災者になって学んだこと、考えたことなどを毎日か

いていきます。 大変だけどありがとうを忘れないでいよう。 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10860440849.html 

2011 年 04 月 11 日(月) 20 時 41 分 06 秒 

こんにちは、キャナです。 

この長岡市にいるのはあと一日ということになりました。 

一ヶ月間は長いものだったけれど、思い返すと大変な

ことばかりではなく、いい思い出になるものもありまし

た。 

 

・・・さて、今回は政府についてかきたいと思います。 

今回の震災でわかったことは、政府は何の役にも立た

ないということ。 

いくら首相が 

「私も命をかけてがんばりますから、皆さんもがんばっ

てください！」 

といっても何にもなりません。（他人事・・・にしかきこえ

ません） 

だったら、救援物資の時間をとったほうがよっぽど役に

立ちますよね。 

というか、安全な東京でそんなこといわれても説得力の

欠片もありません。 

今回の原発だって、福島はとばっちりを食らったわけ

ですから。 

福島にもう観光客は来ないのでは、野馬追いができな

いのでは といわれている南相馬。 

大切な故郷をめちゃくちゃにされて私は怒りを隠せま

せん。 

 

東京で使う電力は東京で作ればいいじゃないですか。 

東電で一生懸命働いている人たちを四の五のいうのな

ら、原発を東京に作ればいい！ 
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風評被害もひどいものです。 

野菜も売れない、魚も売れない。 

じゃあ、私たちはどうやって生きていけばいいんです

か？ 

国からの援助だって安いし。 

 

義援金は何のためにあるのですか？ 

本当に困っている人を助けるためのお金でしょう？ 

義援金は今、どこにも回っていないと聞いています。 

早く困っている人を助けてください。 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから４４４４月月月月１３１３１３１３日日日日        サイヤサイヤサイヤサイヤ社長社長社長社長ののののブログブログブログブログ    

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！  2011-04-13 18:35:41 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/19c2436bb0f80b25bcde4

6bd7a60f110 

（Hitoe）さん コメントありがとうございました。フランス

がそう出来るのは、やはり国民がしっかりした知識持っ

て、社会生活の事を、考え、その主張が政治にもしっ

かりと反映されているからなのでしょう。 

また、国も情報の開示をしていくことが当たり前のこと

で、国が、国民の方を向いた政治をおこなっている証

拠ですよね。その点我が日本国はどうでしょう。昨日唖

然としましたが、原子力委員会の元委員長などという人

が、想定外の災害を考えて原発を作っていたら、コスト

が膨大にかかって造れないと、ある程度割り切ることが

必要などと、言っていたのを TVで見ましたが。東電が

言うのならまだ、わかるけれど原子力委員会の委員長

だった人がそんな認識でいたのでは、それこそ国民に

正確な情報など届くはずもなく、原子力委員会ってな

んなの、マスコミで検証してもらいたいですよね。安全

でないから隠そうとしなくてはならないのですよね。国

が国民より原発利権者の方を向いている証拠ですよ

ね。 

 

最近、気になっていたのですが、自然災害、人的災害、

の時にすぐにテレビでは農業、水産業者に対して保障

や補てん、補助金などと、報道していますが、今回災

害にあっているのは、農業、水産業者だけではなく商

業者も被害者ですよね。とくに避難地域の商業者は壊

滅状態です。 

それなのに、商業者の対して何の保証をしていただけ

るのか、国も県も市も町からどこからも情報が発信され

ません。 

ひがんでいるわけではありませんが、われわれ商業者

は他の産業に比べて事業に対しての補助金などの恩

恵が無いな少ないなと思っていました。身近では農業

者に対しての事業補助金の事をよく聞いていたので、

農業は恵まれているなと思っていましたが、全日本食

品チェーンに加盟してから、様々な補助金の制度があ

るのを知りました。そして、昨年 POS レジを新しくする

時に全日本食品本部の勧めでなぜか農林水産業省の

補助金を使って導入することができました。やはり全国

組織に入ったからこそできたのだと思います。その時

知ったのが、そういった補助金を一番利用している企

業は流通業ではセブンアイホールディングスやイオン

のような大手企業だという事、われわれ零細企業では

単独で利用しようにもなかなか難しいことも知りました。

だって国の１２月の予算編成時に来年の補助金政策の

概要が大手にはわかるらしく（そんな時の為の天下りか

な）ヨーイドンで予算執行時には使う企業が決まってい

るようなことのようです。これでは大手はドンドン大きく

なり中小零細企業の私達とは格差が広がる一方です。

でも、今地元の人たちの為に店を開けているのは、商

店も飲食店も大手企業ではなく地元の商業者だけで

す。 

政府の皆さん政権を担当する民主党の皆さんよくお考

えください。フランス国のように国民の方を向いて行動

してください。それが、今までとは違う国の仕組みを作

るチャンスだし、国の再生は多くのやる気のある国民

に任せることです。とにかく、原発の一刻も早い解決を

することです。まずは、そこに全力を注いでください。 

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

大忙大忙大忙大忙しししし    ・・・・・・・・・・・・    だけどだけどだけどだけど    ゆったりゆったりゆったりゆったり    

負負負負けてらんにぇけてらんにぇけてらんにぇけてらんにぇ    ！！！！    みんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺ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。  2011-04-13 17:00:42  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/2092f4f4e54f

dcf44c1f83d494252d7d 

今日の午前中 す

べてのものを動か

して 部屋の大掃

除をしました。 

できるかぎり徹底

的に  と い う こ と

で ・・・ おおわら

わでした。 

この数日間 嘔吐と下痢を訴える人が続出して ちょっ
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と不安な日々でした。 

早朝から深夜まで ・・・ 医師 保健婦さん 市の担当

職員さんは大忙しです。 

診断結果 ・・・ 出た病名は 「急性胃腸炎」。 

集団生活のむずかしさも そろそろではじめてきたの

では と感じていましたが ・・・ 

温厚な今野医師が 頑固なお年寄りのわがままに 

声高になるのもやむなし・・・といった場面もありました。 

ここは私の「年の功」です・・・ちょっと役に立ちますね。 

なにごともないかのように ・・・ ゆったりと 皆さんの

中を巡ります。 

「こわい こわい」といっていますが 「地震」をです

か？ 

・・・私の耳元で 職員さんが小さな声で質問します。 

いえ いえ 「疲れた 疲れた」ということですよ。 

明日は 今日より回数を多くして 

・・・ ゆったりと 皆さんの中を巡るつもりです。 

＊ がらにもなく ・・・ 

ブログを書く時間がすくなくなっているのを気にしてい

ます。 

怒怒怒怒りりりり    ！！！！！！！！            2011-04-13 19:59:28  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/9d6ce7f273c

92fe9de1fd215c106d7ab 

怒りは できるだけ

書かないようにと

考 え て い ま し た

が ・・・ 

２０ｋｍ圏内の一時

帰宅について 

「 家 族 の 代 表 １

名」 ？！ 

・・・どういう感覚で そんなことがいえるのでしょう

か！！ 

 

・・・ たとえば せめて夫婦２名は当然でしょう。 

    苦労して建て ・・・ 長年住んだ家ですよ。 

  一人で帰って 短い時間の中で 何ができます ？ 

それとも 

「帰してやる」 ・・・ とでも思っているのですか ！！ 

そして 最後には 

名目だけの一時帰宅をさせておき ・・・ 「自宅を放棄

せよ」とでもいうつもりですか ！！ 

馬鹿にするのも いい加減してもらいたい ！！ 

金で償えないモノも コトもある ・・・ のです ！！ 

 

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

サテライトサテライトサテライトサテライトかしまかしまかしまかしま        相双ゆたどさ  ゆったりが、どっさり。

～ふくしま相双～   (2011.04.13 11:30) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2685.html 

国道6号線を仙台市から南相馬市に走っていると左側

に『サテライトかしま』が有ります。 

震災前は警備員さんが立っていて、沢山の車が入って

いくのを見ていましたが、現在は自衛隊が宿営してい

ます。 

  

こちらは３０キロ圏外になります。 

こんなにも沢山の自衛隊の方々が復興に向けて力を

貸してくれています。 

重機輸送のトレーラーや多くの車輌が被災現地で活動

しています。 

国道6号線を車で走っていると本当に沢山の自衛隊の

車とすれ違います。 

自衛隊の方々は休みでも休みを取らず、復興に向け

て活動をしてくれているそうです。 

本当に感謝感謝です。 

私達も下ばかり見て歩いてはいるのではなく、手を借り

て上を向いて進まなくてはいけませんね 

※ 写真は 4月8日現在のものです。 

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

■小澤小澤小澤小澤さんのさんのさんのさんの長野県飯田市長野県飯田市長野県飯田市長野県飯田市のののの南相馬南相馬南相馬南相馬情情情情報報報報    飯田市に

避難されている南相馬の皆さんが竜丘の住民と野球の

試合をしたそうです。南相馬の１０～４０代の若者チー

ムが６５歳以上が中心の竜丘チームを圧倒。（南信州４

月９日）再戦も楽しみです。 

■編集編集編集編集よりよりよりより    新聞・ネットで「訴えたいこと」など掲載しま

す。お気軽に連絡ください。担当・桑原携帯 ０９０－４

１２１－００１０  メール soiga01@gmail.com 


