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少少少少しししし明明明明るいるいるいるい話題話題話題話題    

えび父さんの日記 2011/04/13 23:24 

http://ebi.tou3.com/Entry/41/ 

夕方過ぎにえび水槽を眺めていたら見つけました！ 

初の稚えびの姿を確認できました！！！！！！！ 

JES さんに頂いたえびの中に抱卵個体もいたのです

が、ついに孵化していたようです。 

地震から始まり原発問題によって家族と離れ、今後の

生活などで悩んでいる自分に最高の癒しとなります 

発見できた稚えびは１匹だけですが、３日位前に見た

時に２０個近く卵があったはずなのできっとどこかに隠

れているはずという事で、明日から数日間は地えび発

見の為に水槽にかじりつきますｗ 

ここ数日、今後の事や原発の事で悩んでいただけに、

暗い気持ちを吹き飛ばす事が出来ました。 

ほんと、応援して下さってる皆さん、えびの支援をして

下さった JESさん、ありがとうございます＾＾ 

 

あと、今日 NHK の取材を受けたのですが、今記事に

すると明るいムードが吹き飛びそうなので明日にしま

すｗ 

 

あ、１つだけ書きたいことが 

総理大臣が失言したとかしないとか報道されてますが 

正直、どうでもいいｗ 

無能な総理大臣なのはわかっているのだから、今更何

を騒いでるのって感じです。 

今回の災害の全体像も把握できず、原発問題にしても

知ったかぶりして引っ掻き回し 

自分の指揮能力の無さを東電等に責任をなすりつけ、

挙句の果てに自分の責任を軽減する為に自民党に歩

み寄る、断られたら逆切れして引き篭もり 

もうね、一言で言って要らないｗ 

責任を取れない総理大臣ほど国にとって不要なものは

ないと証明した分だけ有用かもだけどｗ 

 

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

No more No more No more No more 偏見偏見偏見偏見 No more  No more  No more  No more 差別差別差別差別        |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 14 日 

http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/246/#more 

お友達のﾌｧｯﾄ★ﾗｲﾀﾞｰさん

（ http://blogs.yahoo.co.jp/fat_rider01/44818633.html ）の叫

びで、はぢめてのトラックバック記事 

どうしても伝えたい 

 

子供の心は凄く傷つきやすい。 

子供には何の罪もない。 

(むろん大人もだが) 

なんで子供達までこんな仕打ちを受けなくてはいけな

いのだろうか・・・・。 

このブログを御覧になっている方々だけでも結構で

す。 

避難されている人たちに 

『やさしくしろ！』 とは言いません。 

【差別】 【偏見】 

だけは、しないであげてください・・・。 

これ以上辛い思いをさせないでください・・・。 

 

なんかの検索の折に訪れた方に、どうか心に留め置い

てほしいです

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

マスコミマスコミマスコミマスコミのののの役割役割役割役割    

 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。2011-04-14 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10861045232.html 

最近、報道を見ていて思うこと 

「全国各地で支援の輪が広がっています」 

「世界中が日本を、東北を応援しています」 

「身内をなくした人々もこんなに必死にがんばっていま

す」 

ニュース、CMの感動的な見栄えのいい映像 

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）

からの転載です。全て南相馬市関係の方（滞在の方・避

難された方等）です。内容内容内容内容はははは個人個人個人個人のののの意見意見意見意見でありでありでありであり公公公公のののの

ものではありませんものではありませんものではありませんものではありません、同じ市民同士の生の意見として

お読み頂ければ幸いです。不定期発行不定期発行不定期発行不定期発行です。 

編集・発行 NPO ながおか生活情報交流ねっと soiga01@gmail.com、

印刷・配布：長岡大学、同学生有志、長岡技術科学大学ボランティアサ

ークル、飯田ボランティア協会  山古志村のマリ 配布避難所：新潟

県長岡市内・湯沢町内、長野県飯田市内、福島県福島市内ほか 

新聞 PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html  
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その一方 

「風評被害は深刻なものになっています」 

「地元の農家、漁業従事者の被害は深刻です」 

「○○産のものに放射能汚染が出ました」 

「放射能汚染、福島県民お断り」 

差別を助長するような物言いが目立つ気がします 

 

何故もっと優しい報道ができないのか 

センセーショナルならなんでもいいのか 

特に汚染地域の中からの報道は全くないに等しい 

輪の外から見た被爆者は悲惨で不幸に見えますか？ 

「わたしたちは災害にあわなくてよかったね」とでも言

いたいのでしょうか？ 

 

「風評」をあおっているのはマスコミに間違いありませ

ん 

何故もっと正確な報道ができないのか 

「風評被害に惑わされてはいけません」 

それなら何故３０キロ圏内に入ってきての報道がこんな

に少ないのか 

福島だけでなく、北関東の多くの農家、酪農家も被害

にあっています 

 

マスコミ、報道関係者の方にお願いしたい 

真実を もっと子どもにでも分かるような正確な報道を 

「マスゴミ」なんてみんなに言われないような 

きちんとした正しい報道をして下さい 

マスメディアの影響力の大きさを認識して下さい 

私たちはこれからも生きていかなくてはいけないので

す 

子どもたちにも未来があるのです 

 

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

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１４１４１４１４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！  2011-04-14 17:32:46 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/b298d0997e0a6d495ff5b

476ed0e3602 

16 時半、市役所の広報車が明日、どこどこで配給があ

ります。水、マスク、紙おむつを配給しますと街中を回

っています。食品は配らないのかなと思っていたら、あ

る人が（単なる噂だと思いますが）市役所に市内のある

有力者の小売業者が食品を配ったら地元の店で買っ

てもらえなくなるとの苦情を言った人がいると聞かされ

ましたが、どうなんでしょう、私の周りではそんなことを

言う人はいませんが、救援物資は沢山来ているのにど

うして配らないんだ と言った話も聞きますが、混乱し

不安な社会生活の中ではいろんな噂が飛び交います

が、致し方ないのでしょうか。 

 

ラーメン屋さんの（どさん子さん）が見えました。福島市

に避難しているとのことです。地震で店の中はガチャ

ガチャになってしまい、再開は難しいとの事、家は小

高区、原発から 14,5ｋで避難地域だから、家は津波の

被害を免れたが帰れない、今日身の回りの物を取りに

戻ってきたが（20ｋ圏内に入れたようです）、近くの浜を

白い作業服をきた人たちが大勢一列になって捜索して

いたと言っていました。異様な光景でショックだったよう

です。 

 

ある避難所から戻られた方のお話で、福島県外に避難

している家族の小学校に通っている子供さんが放射能

が移るなどといじめを受けているようだと言っておられ

ました。残念な話です。福島県の車での配達、配送を

断っている業者がいるとも聞きましたが、そういえば、

当店の取引先の宮城県の業者に昨日、商品を発注し

たら、明日持って行きますとのことで、助かるなと思っ

ていたら、今日の朝になって電話で会社から止められ

て行けないと連絡がありましたが、この業者、当店が営

業を始めた時、真っ先に集金に来たので配達出来る

のかと思い発注したのに、これまた残念な結果です。 

 現在、ヤマザキパンは配達してくれています。トラック

業界で何か協定でもあるのかな？３０ｋ圏内に入るなと。

前にマスコミの協定でそういった協定があり取材に来

れなくて電話でお願いしますと言われたことがありまし

たが、現在はNHK も入ってきて取材しているくらいだ

から、無くなっていると思いますが、なぜ、入って来れ

ないんだ、だれか教えてください。私たちはここで生活

しているのに。 

明日は、いわきの市場から品物（野菜）が入ってきます。

仙台より安いのですが、ぐるっと遠回りして来なければ

ならないので、運賃が高いようですが、大変助かります、

入って来てくれているトラック業者もいるのにな。今、心

配なのは、飯舘が避難地域になったら福島市方面へ

行く道路がどうなるのか、通行止めになったら避難でき

なくなるからまさか、通行止めにはしないとは思います

が、お国のやることは信用ならないからな、若干心配
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です。 

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

新聞新聞新聞新聞をををを読読読読むむむむ    ・・・・・・・・・・・・    長長長長くくくく    暗暗暗暗いいいいトンネルトンネルトンネルトンネルのののの中中中中でででで    

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。  2011-04-14 18:41:43  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/a78941f20d7

cca4fbc575c61a0cdb0e9 

 

希望を探し ・・・ すみずみまで読みます。 

悲しくて 苦しい日課です。 

 

 

 

 

 

長く 暗いトンネルは続き ・・・ 

いまはまだ 出口のかすかな光すら見えません。 

しかし ・・・ 出口のないトンネルはないことを知ってい

ます。 

 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市にもにもにもにも春春春春がきましたがきましたがきましたがきました。。。。        相双ゆたどさ  ゆった

りが、どっさり。～ふくしま相双～   (2011.04.14 02:30) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2694.html 

先日間もなく『南相馬市にも春がもう少し」とお伝えしま

したが、とうとう南相馬市にも春が来ました。 

南相馬市原町区にある「夜ノ森公園」に行ってきました 

  

見てください、可愛い桜が元気に咲いています。空に

向かって。 

まだまだ少ししか咲いていませんが、こんなにも綺麗

な花が咲いています。 

  

満開まではもう少し！！ 

今日も凄く温かいからもっともっと可愛いお花が咲きま

すね 

早く空の青と桜のピンク！！ 

どっさりん子の好きな組み合わせが見たいです 

桜の他に南相馬市ではこんなにも沢山の花たちが春

をつれてきてくれました 
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スイセン！みんなで力を合わせて仲良く咲いている

「スイセン」。 

小さくも力強い、「すみれ」自分をアピールして咲いて

います。 

  

小さくも綺麗な花「ユキヤナギ」本当に綺麗。  

そして力強い「タンポポ」！！力強く咲いています。 

 

確実に春は相双地区にもやってきていますね。  

 

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

【【【【南相馬市役所情報南相馬市役所情報南相馬市役所情報南相馬市役所情報】】】】    （掲載許可済） 

情報は H23.4.14 18:00 現在です。 

 

◎市内開設避難所（4 月 14 日） 

・原町第一小学校  128人 

・石神第一小学校  80人 

・デイサービス「ひまわり」  36人 

・鹿島保健センター  52人 

 

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

長岡大学学生有志長岡大学学生有志長岡大学学生有志長岡大学学生有志よりよりよりより  

新潟県長岡市南部・北部両避難所印刷配布担当 

 

 南相馬の皆さん．南相馬ブログ新聞をいつも読んで

いただいてありがとうございます。新聞配布に度々おじ

ゃましている長岡大学学生有志です。 

 

 配布の際に「いつも楽しみに待っているよ」，「いつも

いつもありがとうございます」などのお声がけをいただ

く度に，私たち一同，元気付けられ，新聞発行の勇気

が湧いてきおります．まだまだ不慣れなために，皆様と

お話をすることが上手にできませんが，配布する際に

皆様ともっとたくさんお話ができたらと願っております

ので，話し相手になってくださいますようどうか宜しくお

願いいたします。 

 また，南相馬ブログ新聞を皆さんと共に，もっと身近

なものにしてゆきたいとも考えております． 

皆様の中で，南相馬の皆さんに何か伝えたい事があり

ましたら，配布に伺った際にお気軽にお知らせくださ

い．南相馬ブログ新聞の中で取り上げさせていただき

たいと思っております。 

 これからも，週２回火曜と金曜の夕方におじゃまさせ

ていただきますのでよろしくお願い致します。 

（長岡市以外・新潟県外の方は編集担当桑原まで連絡を、

このページ下部に連絡先が有ります） 

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

■ 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報情報情報情報    

今日は素敵な春の詩が送られてきました 

 

プレゼプレゼプレゼプレゼ    ントントントント   作：こざわきょうこ 

 

たくわえている  たくわえている  凍てつく土の中 

活きている  活きている  硬い殻の中 

 

あの山の中で  お寺境内で  並木道で 

そして  キミのそばで 

ボクは  している 

季節への仕度 

 

ひとつ またひとつ ハルをつかまえて 

ピョンピョンしている キミへ 

  

希望を貼り合わせている  アナタへ 

 

贈るよ 花吹雪 

「さくらが咲いたよ  ハルを連れてきたよ」 

 

とびきりの笑顔に  

あいたいから 

 

 

■ 編集編集編集編集よりよりよりより    花の便りが増えました。太平洋側は花が

早いですね。雪国越後長岡は少し山に入ると雪が

まだいっぱいです。   担当・桑原携帯 ０９０－４１

２１－００１０  メール soiga01@gmail.com 


