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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４月１２日金朝南相馬市から４月１２日金朝南相馬市から４月１２日金朝南相馬市から４月１２日金朝 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！ 2013-04-12 05:03:28

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d9054909e9

eec2b1755534b80689a771

『野菜』

最近は、本当に放射能のことを聞く人はいなくなりました。検

査のことがわかってきているようですし、検査済みの野菜しか

出荷されないこともわかっていただいているようです。ただ、

みんなで作れば怖くない？でも値段は安くなってしまいます。

今はキャベツがそうです。以前はホーレン草でしたが、それ

からレタス、そして今キャベツです。

もっと変わった野菜を作って欲しいのですが、なかなか難し

いようです。

本当に生産者の数が減っています。生産者か買参人かどち

らも後継者不足です、理由は生計が立てられないからです。

残っている人は農業も商業も生き残りをかけて頑張ってはい

ますが、先行きが見えないようですが、先行きは自分が作らな

くてはなりません。

南相馬市から４月１３日土朝南相馬市から４月１３日土朝南相馬市から４月１３日土朝南相馬市から４月１３日土朝 2013-04-13 05:16:25

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e3911ddb76

61a64bc100463a75b6b084

『消費税還元セール』

法律で出来ないようになるのかな？テレビでイオンの社長が

なんだか言っていましたが、たぶん名前を違えて同じような事

をするのでしょうね。結局は特売セールなのですから、同じこ

とかな。

それを法律で縛るということが良いのか悪いのか、なぜにそ

んな法律がいるのか不思議です。中小零細企業を守るため

だったら間違いですよね、そんなことで守ってもらえません。

消費者から見れば安くなることは良いことでよね。

一番影響があるのは納入業者、いつも納入価格を下げる事を

要求される訳ですから、大手スーパーが自ら自腹？を切って

の還元セールならわかりますが、全部、すべて、少しかはわ

かりませんが、そのつけを納入業者に押してけているようでは、

（以前ビールの納入価格の問題もありましたが）イオンの岡田

社長、テレビで何とか言っても説得力はありません。消費者の

為に？納入業者をいじめていてはどうなんでしょうね？

原町市場でも地物野菜が安いです、品物や時期によってはと

んでもないぐらい安い時もあります。だも決して意地悪して安

く買っているわけではありません。出荷される野菜が多すぎる

のです、そうかといって安く販売しても倍も３倍も売れるかとい

うとそうでもありません。みなさん食べる量は限られています

から、安いからといって多くとか余分には買っては行かれませ

ん。難しい所です。これは決して農家さんをいじめているわけ

ではありません。買いたくても買えないことも多々ありますが、

お付き合いで余分に買わざるえないこともあります。

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

不平の多い人ほど弱い不平の多い人ほど弱い不平の多い人ほど弱い不平の多い人ほど弱い

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。 2013-04-10 19:00:51

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/2

c5c07567ea9c2311f9bab64f8767cc4

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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散歩

「 感謝 」 などというと

古くさい道徳を持ち出すように思われるかもしれませんね。

しかし これが古くさく見えるというなら

そのように見させる世のなかこそ まちがっているのではない

でしょうか。

人間の 「 強さ ・ 弱さ 」 について いろいろと観察し 考

えてみた結果

「 不平の多い人ほど弱い 」 （ 弱い人ほど不平が多い ）

・・・ と思うようになってきました。

自分の成長過程にかえりみてもそうで ・・・

不平 ・ 不満が減ってきたことが とりもなおさず

精神的に強くなってきたことにほかならないようです。

「 不平のない人少ない人が 強い人 」 とは

・・・ じつに簡明で 深遠な法則です。

不平の反対は 「 感謝 」 です。

であるならば 感謝という徳をもちだすことは 古くさいどころか

不平ゆえに心の弱い人が かくも多い いまの世においては

ひとつの急務とさえいうべきではないでしょうか ？

自由 個人主義 権利の主張 ・・・ などの はきちがえが

感謝とか 「 恩 」とかの思想を忘却させ

その結果 不平 不満のたくましく人心にはびこり

そのまた結果 精神的な拠りどころをもたぬ 心弱きものたち

がふえて

ノイローゼ社会 （ 古い用語で申しわけなし ） ともいうべき世相を

つくりだしてしまったと考えるのが 正しい判断なのかもしれません。

周辺にいる精神的にたくましい人たちを よく見てください。

かならずかれらは 不平をもつことが少ない人たちであるは

ずです。

（ ・・・ ではありませんか ？ ）

もしあなたが 自分をいちじるしく弱いと自覚されるなら

あなたはまちがいなく 他人一般よりも不平が多いで人である

はずです。

（ ・・・ でしょう ？ ）

不平の少ない人が

強い人 幸福な人 人生をおもしろく生きることができる人。

不平の多い人は その逆です。

たしかに たしかに ・・・ その通りであるにちがいありません。

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

今日のできごと４月１２日（金）今日のできごと４月１２日（金）今日のできごと４月１２日（金）今日のできごと４月１２日（金）

南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ

2013-04-12 17:46:01

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11510011

886.html

仮設住宅などで暮らす方々のために様々なボランティアさん

が支援に来ていただいております。いつもありがとうございま

す！

震災後、時間の経過とともに住民が抱える課題も細分化され、

ニーズはますます多様化しています。

被災者自らが立ち上がり復興する“自立のための支援”を、こ

れからもよろしくお願いいたします！

富山県より綿あめを作っ

たくださるボランティアの

方がきてくださいました。

体操の指導に真剣に取り

組まれていました。定期的

に入ってくださるとのこと

でした。

こんな素敵なこものをつ

くることができました。さっ

そくお部屋にかざってみ

たいですね。
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こちらもかわいいでし

ょ１

ピエロさんにすてきな

似顔絵描いていただき

ました。美人に書いて

ね。

「手を前に―。」大阪か

らのボランティアさんと

手遊びでした。

仮設住宅支援ボランティア ４件

ボランティア人数 １１名 でした

ありがとうございました。

◎屋外作業の次の活動日は、小高に移転後の４月１９日（金）

となります。

☆みなさんのご協力をよろしくお願いいたします。

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

2013201320132013相馬の桜相馬の桜相馬の桜相馬の桜((((南相馬市鹿島区・原町区・小高区南相馬市鹿島区・原町区・小高区南相馬市鹿島区・原町区・小高区南相馬市鹿島区・原町区・小高区)))) ゆっ太

郎 (2013.04.12 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/8131.html

昨日の相馬の桜(新地・相馬)

に続き 2013桜、南相馬の

部

(左画像は、相馬市馬陵公

園(旧中村城址)の桜)

［相双ゆたどさ］：(2013.4.11：掲載) 2013相馬の桜(新地・相馬)

［相双ゆたどさ］ ・2011年の桜(2011.4.23：掲載) ・2012年の桜

・【南相馬市】今年も桜満開(2012.4.26：掲載)

・相馬中村401年の桜満開(2012.4.27：掲載)

［南相馬市鹿島区］真野川多目的緑地

［南相馬市鹿島区］桜平山公園

［南相馬市原町区］道の駅南相馬、高見公園

［南相馬市原町区］旭公園
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［南相馬市原町区］夜の森公園

［南相馬市原町区］相馬野馬追 雲雀ヶ原祭場地

［南相馬市小高区］飯崎のしだれ桜

［南相馬市小高区］小高神社

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

2012012012013333年年年年4444月月月月11110000日日日日 地域の未来を支える産業人へ～テクノアカ地域の未来を支える産業人へ～テクノアカ地域の未来を支える産業人へ～テクノアカ地域の未来を支える産業人へ～テクノアカ

デミー浜入学式～デミー浜入学式～デミー浜入学式～デミー浜入学式～ 南相馬市フォトレポ南相馬【2013

年4月10日（水曜日）】

http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/20,

11197,87,301,html

春らしい穏やかな陽気のなか、テクノアカデミー浜で入学式

が行われ、新入生55人（昨年は29人）が技術者への第一歩を

踏み出しました。

式では、新入生を代表し自動車整備科の新開貴之さんが

「この苦難の時代に、学べる事の幸せを感じております。困難

も多いと思いますが、何事にも恐れず挑戦し、技術・技能を磨

いていきたいと思います」としっかりとした口調で、渡邉昭一

校長に宣誓しました。

▲名前を呼ばれ入学許可を受ける新入生▲宣誓する新開さん


