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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７月１２日金朝南相馬市から７月１２日金朝南相馬市から７月１２日金朝南相馬市から７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！2013-07-12 05:16:04 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/734f48376d376

ff3157bd0e6ed14eaf1 

『ネオニコチノイド農薬』 

知りませんでしたが、多くの作物を育てる時に使われてい

る農薬だそうです、もちろん稲作にもここ１０年ぐらいで

３倍使用量が増えているそうです。では、何が問題かとい

うと、数年前から世界中でミツバチがいなくなっていると

いうニュースが出てきましたが、どうやらネオニコチノイ

ド農薬が原因だそうです。ミツバチの巣への帰還能力が失

われてしまうようです。最近、百田尚樹の風の中のマリア

を読んだばかりなので少しは蜂の生態のことは理解しま

したが、まさかニュースでやっていたミツバチの減少原因

がこの農薬だとは思いませんでした。 

人体にも影響が懸念されるということで、ＥＵではこの農

薬は使用禁止になったそうです。それでは日本はどうでし

ょうか？ 

見えない恐怖ですよね、放射能と同じです。放射能以外に

も私たちの周りには危険がいっぱいあるようですが、作物

の検査はしていますが、農薬はトレーサビリティーがあり

ますが、この農薬に関してはどうだか知りませんよね。人

体への影響もわかりません。 

今、参議院選挙中ですが、誰もこういう事を言っている政

党や候補者はいるでしょうか？ 

ということを、昨日来られたある方から聞きました。知ら

ないということは怖いことですが、何せ食べ物ですから心

配ですね。 

この農薬を使うと農家の作業がすごく軽減されるようで

す。原発廃止も必要ですが農薬使用のことももう少し考え

ないといけませんね。 

 

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

切れば切れば切れば切れば    芽が出る芽が出る芽が出る芽が出る    

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。 2013-07-13 11:54:40 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/47e

70ff05bf6fb0f78a60504d0d9d140 

 

遠足 

 

ある年 

我が家の庭の立ち木が２本 

無残にも ・・・ 枯れてしまいました。 

 

私は さっそく 人に頼んで 

その枯れた木を根元から切ってもらいました。 

その木は雑木だったので 

切れば芽を出す ・・・ と思ったのです。 

 

秋頃になった時 

ぽつぽつと青い芽を吹き出し 

翌年の春には 

切った雑木の２本とも 

青い芽で ・・・ 覆われました。 

 

もし そのとき そのままにしていたなら 

恐らく 木は２本とも 

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。

内容は個人の意見であり公のものではありません内容は個人の意見であり公のものではありません内容は個人の意見であり公のものではありません内容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。がそれぞれの立場での本音が書かれています。がそれぞれの立場での本音が書かれています。がそ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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枯れてしまっただろうと思います。 

思い切って伐採したために 

木は死なずに ・・・ 助かったのです。 

 

その時 

しみじみ 「 切ると生きる 」 という 

自然の摂理を教えられたように思いました。 

 

人生も 

この木の株を切るのと同じで 

今までの枯れかかった生活態度を切りすてて 

新しく生まれ変わる ・・・ ことにほかなりません。 

 

従来の習慣に引きずられていては 

・・・ ひとつも変化しません。 

それには 時間を切ることが大切です。 

 

” 朝起きる時間 ” と ” 寝る時間 ” を 

まず ・・・ きちんと切ることです。 

 

時間を切ることが 

実は 因縁を切ることに 

たいへん密接な関係があるのです。 

 

時間を切ることができるということは 

時間を使っていくことに通ずるのであります。 

 

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

7777 月月月月 15151515 日（月・祝）社協ボラセン日（月・祝）社協ボラセン日（月・祝）社協ボラセン日（月・祝）社協ボラセン((((小高小高小高小高))))からのお知らせからのお知らせからのお知らせからのお知らせ    

南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

2013-07-15 16:59:21 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11573048

045.html 

 夏休みの前哨戦といわれたこの 3 連休！観光地もにぎわっ

たようですが、当ボラセンにも延約１５０人のボランティアさん

が支援に来てくれましたラブラブ 

 蒸し暑かったり雨が降ったりと、悪条件の中でしたが、おか

げさまで予定していた大量の作業を終えることができました。

ありがとうございました！ 

 

今日は、もうひとつ！ 

地元のボランティアさんが、活動の合間にボラセンの殺風景

な花壇を整備していてくれていたのですが、最近きれいな花

が咲きはじめましたヒマワリ心が安らぎ癒されます！ 

 

南相馬市災害復旧復興ボランティアセンター（社協ボラセン）

のブログ  

 

 駐車場としていた小高病院の工事に伴い、センター向かい

の空き地を駐車場としました。狭くてご不便をお掛けしますが、

ご協力をよろしくお願いいたします！ 

 ○とても蒸し暑い日が続いています。熱中症にならないよう

対策をお願いいたします！飲み水を多くご準備くださいま

せ。 

○着替えや、汗ふきシート等も準備いただくといいですね！ 

○平日の活動も定期的に入っていますので、ボランティアの

皆様のますますのご協力をお願い申し上げます！！ 

○チェンソーや草刈機の手入れをしていただけるボランティ

アさんの募集も随時いたしております！ 

 

 今後もどうぞご支援をよろしくお願いいたします！！ 

 

☆今後の活動予定です。 

７月１６日（火） １件 １５名 

７月１７日（水） １件 １５名 

７月１８日・１９日（金） 活動なし（※現地調査） 

７月２０日（土） ２件 ５０名 

 ・屋内清掃、ゴミ分別・搬出、草刈り 

７月２１日（日） ２件 ４０名 

 ・ゴミ分別・搬出 ・もみ殻の袋詰め 

７月２２日（月） 定休日（※現地調査） 

７月２３日（火） １件 １０名 

７月２４日（水） １件 １０名 

７月２５日・２６日（金） 活動なし（※現地調査） 

７月２７日（土）～２９日（月） 

 ☆相馬野馬追祭ため、お休みいたします☆ 

７月３０日（火）・３１日（水） 活動なし（※現地調査） 

８月１日（木） １件 １０名 

８月２日（金） １件 １０名 

８月３日（土） ３件 ６０名 

８月４日（日） ２件 ５０名 

８月５日（月）・６日（火） 活動なし（※現地調査） 

８月７日（水） 定休日（※現地調査） 



 南相馬ブログ新聞 平成 25 年 7 月 15 日(月) 第 171 号 

 3

８月８日（木） ２件 ２０名 

８月９日（金）  ☆調整中☆ 

８月１０日（土） ☆調整中☆ 

８月１１日（日） ☆調整中☆ 

 

以降、随時ブログにてお知らせします。 

※募集人数を満たした時は、別の日の活動をご案内させてい

ただく場合もありますので、予めご了承願います。 

※悪天候の時やニーズがない日は、活動をお休みする場合

もあります。 

ご支援、よろしくお願いいたします！ 

 

☆チェンソー・草刈機の使用について 

 上記機材の使用は、ボランティアの皆様の活動の安全対策

に万全を期すため、原則、所定の講習受講者かつ知識・経験

が豊富な方に限らせていただきます。 

 安全・安心な活動のためのボランティアセンター運営に、ご

理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

○公共交通機関でお越しの方へ 

  小高区への公共交通機関が不通のため、朝の時間、ＪＲ原

ノ町駅前の駐車場 ～ センター間の無料送迎を行います。活

動希望日を事前にお電話ください。（時間のご指定は受けら

れない場合がございます。） 

 

○団体でお越しの皆様へ 

  現在、市街地での片付け作業等がメインとなっております。

大型バスの通行により、他の交通の妨げになる場所が多いこ

とから、団体での活動をご希望される際は、なるべく２０名以

内のグループ かつ 中型バス以下の車両でお越しいただき

ますようお願いいたします。また、活動場所の状況等により、

メンバーが分かれて活動いただくこともありますので、予めご

了解ください。 

 お越しいただく際は、一度ご連絡をお願いいたします！！ 

 

☆本ブログのメッセージボードや、ホームページにも、必要事

項を掲載しておりますので、ぜひお読みください！ 

 

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

大盛況イベント大盛況イベント大盛況イベント大盛況イベント    第三回相農ショップが開催されました第三回相農ショップが開催されました第三回相農ショップが開催されました第三回相農ショップが開催されました    

ゆたどさ er (2013.07.08 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/8811.html 

第三回相農ショップ 

  毎回大盛況の第

三回相農ショップ

が  7月4日(木)に開

催されました。 

  今回はどんな商

品が販売されるの

かな～ 

  胸をふくらませながら行ってきました。 

 

［相双ゆたどさ］：第 2回 相農ショップ 開催しました

(2013.6.25：掲載)  

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/8699.html 

 

13:00～の整理券配布前の時間からたくさんの方々が訪れ

ていました。 

ビューロースタッフも負けずに整理券GETに並びました

～ 

気になる結果は‥‥『21』番(T_T)/~~~ 

待ちに待った開店の時間です。 

 

お目当ての商品を購入する皆さん  お目当ての商品を購

入する皆さん 

お目当ての商品を購入する皆さん、生徒さんたちは商品の

説明をしながら 

笑顔で販売している様子が印象的でした。 

 

おすすめ商品かつ大人気の『ラクピス』レモン味とパイナ

ップル味の 2種類の販売 

 

大人気の『ラクピス』  濃厚な『トマトジュース』 

『トマトジュース』はとても濃厚でおいしいそうですよ。 

 

まごころこめた農産物の販売。 

大人気の新鮮な野菜もたくさん並んでいました。 
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その中でも『とうもろこし』は大人気で即売り切れです。 

 

まごころこめた農産物  まごころこめた農産物 

 

生徒さん手作りの美味しそうなパンがずらりと並んでい

ます。 

毎回、アンパンが大人気で即売り切れの為 

おひとりさま 5個までの購入制限がありました～ 

 

手作りの美味しそうなパン  手作りの美味しそうなパン 

生徒さんおすすめは、とてもおいしい『がんづき』なんだ

そうです。 

それを聞いたビューロースタッフ即購入です。(笑) 

 

次回どんな商品が並ぶかは‥‥ 

いってみてからのお楽しみですね。 

次回の開催は、9月 13日(金)ですよ、あ～待ち遠しい。 

 

生徒さん達の集合写真 

おいしい手作り加工品を手にした生徒さん達の集合写真。 

ご協力ありがとうございました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 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 13日（金）、10月 24日（木）、11 月 22 日(金)、

12 月 6日(金) 

 

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

2013201320132013 年年年年 7777 月月月月 10101010 日日日日    第第第第 7777 回少年の主張南相馬市大会回少年の主張南相馬市大会回少年の主張南相馬市大会回少年の主張南相馬市大会 

広報みなみそうま フォトレポ  

 【2013 年 7 月 10 日（水曜日）】 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/20,1

2981,87,335,html  

  第 7 回少年の主張南相馬市大会がさくらホールで行われ、

市内の各中学校の代表 12 人が熱弁をふるいました。 

 今年度は、何気ない日常生活や部活動を通して考えさせら

れたこと、東日本大震災を経験して学んだことなどの主張が

多く、自分の思いや考えを真剣に伝えている姿に、聴衆は大

きな拍手を送っていました。 

 なお、最優秀賞に選ばれた 3 人は県大会へ推薦されます。 

 

 

▲熱く語る発表者         ▲熱く語る発表者 

▲熱弁に聴き入る聴衆      ▲表彰式 

 

 


