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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８月１１日夜南相馬市から８月１１日夜南相馬市から８月１１日夜南相馬市から８月１１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！2013-08-11 18:43:29 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f6a588cb25e87

a5f8076365c73257fea 

『お盆、帰省？』 

なんだか、静かなお盆の入りになりました。午前中はバタ

バタしたのですが、午後からはホドホドな入りで、震災後

３回目のお盆ですが、まだまだ予測が困難です。お花も思

ったより売れていません。明日からどうなるか心配と楽し

みが混在していますが。 

最近、日曜日に休んでいるので、朝、電話でやってますか 

の問い合わせがたくさんありました。１８日日曜日も休み

ます。すみません。 

 

最近、ある方と話していて気が付いたのですが、震災後、

多くの方たちが南相馬市という町を何とかしなくてはと

ここまで頑張って来ていますが、ここにきて少しお疲れに

なってきたようですね。震災後の頑張りはそんなには持続

しないかな、落ち込んで、奮起してマックスに持続力はそ

んなには続きません。ここらで休養も必要な時期に来てい

るのかもしれません。 

それをわかっている人は上手にセーブしながらやってい

るのかもしれませんんが、なかなかうまくはいかないよう

です。 

 

南相馬市から８月１７日夜南相馬市から８月１７日夜南相馬市から８月１７日夜南相馬市から８月１７日夜    サイヤ社長のブログ 

2013-08-17 18:40:45 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e94d815ee7201

bcdd7d35af39ccae974 

『暑い日でした』 

油断していました、今日こんなに暑くなるとは、夕方５時

で３０℃でした。日中は３４℃だったかな？店のエアコン

の設定温度２５℃のままにしていたので、やはりお昼にブ

レーカーが落ちました。２７℃にしておけば落ちないかな

と思っていたのについ忘れていました。 

 

お彼岸までまだまだありますが、これからも日中は暑い日

が続きそうですね。 

 

今日、いわき市からお客さんがきました。警戒区域の６号

線を通ってきました。 

道路がところどころガタガタのところがあるそうですが、

すんなり通ってきたそうです。 

いわき方面の仮設住宅では、住民の方たちのコミュニティ

ーがしっかりしているようで、各地域の方たちがまとまっ

て仮設住宅で暮らしているので、例えば誰かが家を建てて

出るとか、他に住宅を見つけて出るとか、してしまうと、

どこのだれかわからない人たちがその空いた仮設住宅に

入ってくるのを嫌って、空くはずの部屋を借りたままにし

ているそうです。 

気持ちはわからなくないですが、いろいろなことが出てき

ていますね。 

 

一昨日でしたか、遠くで花火の音が、またどこで？と思っ

ていたら、ジャスモールの盆踊り大会だったようです。な

んだか、背の高い人が来ていてみんながサインをもらって

いたが、誰だかはわからない、名前も知らないと言ってい

ましたが、「誰」？背が高くて若くは無いと言っていまし

たが、スポーツ選手かな？もう少しわかりやすい人だと良

かったという声もありますが、誰だったでしょうね。 

 

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

    

生き生きしているいのち生き生きしているいのち生き生きしているいのち生き生きしているいのち    ・・・・    刻々円成刻々円成刻々円成刻々円成負けてらんに

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。 2013-08-15 17:53:58 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/83

272e3bd3b7f2db1aac61c257e1543a 

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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遠足 

 

生き生きしているいのちは 

今この一瞬も 

休まず 力まず、 

静かに動いています。 

 

今 すべてがはじまり 

刻々に ・・・ いつもはじまります。 

 

また同時に 

今 すべてが終わっており 

刻々に いつも終わっています。 

 

いつも終わりであり 

いつもはじまりです。 

 

いつも いつも 完成し 

また 

完成していると見ることができます。 

 

刻々 ・・・ 円成の世界です。 

 

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

    

8888 月月月月 11111111 日（日）日（日）日（日）日（日）社協ボラセン社協ボラセン社協ボラセン社協ボラセン((((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  

2013-08-11 17:51:46 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11590681

338.html 

テーマ：＜小高区＞ 

 今週はとても暑い日が続きました・・・。2000 年に一度の暑さ

とも言われていたようです 

 木曜から日曜日にかけて、延べ１３０名を超えるボランティア

さんが支援に来てくださいました。おかげさまで予定していた

作業をほぼ終えることができました。暑い中、大変ありがとうご

ざいました！！ 

 

●ボランティアさんの活動場所に飲み水を届けてセンターに

戻る途中、何やら賑やかな声が・・・！？ 

 以前、清掃を手伝わせていただいた「日鷲神社」のお祭りで

した！地域の方々や子供たちが集まり賑わっていました。 

 

「ほっと悠さん」の出店も！！ 

 

小高区内で人が集まり賑わう！そんな震災前なら当たり前の

風景に出会えたうれしい日でもありました 

活動をいただきましたボランティアの皆さん、ありがとうござい

ました！ 

今後もよろしくお願いいたします！！ 

８月から、活動日が変わりました！８月から、活動日が変わりました！８月から、活動日が変わりました！８月から、活動日が変わりました！    

○活動日・・・木・金・土・日曜日 

   ※祝日の月曜日は実施します。 

●定休日・・・火曜日 

  ※スタッフも不在となります。 

 

 活動内容は、以下をご覧ください 

 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】 

８月１５日（木） ２件 ３０名 



 南相馬ブログ新聞 平成 25 年 8 月 17 日(土) 第 172 号 

 3

  ・草刈り 他 

８月１６日（金） １件 １０名 

  ・草刈り、木の伐採 

８月１７日（土） ２件 ５０名 

  ・家電・ゴミの搬出、庭の草刈り 他 

８月１８日（日） ２件 ４０名 

  ・屋内清掃  ・草刈り 

８月１９日（月） 活動なし（※現地調査） 

８月２０日（火） 定休日 

８月２１日（水） 活動なし（※現地調査） 

８月２２日（木） １件 １０名 

  ・屋内清掃、草刈り 

８月２３日（金） １件 １０名 

  ・地域集会所の清掃 

８月２４日（土） ３件 ６５名 

  ・草刈り、側溝清掃 

  ・物置の片づけ 

８月２５日（日） １件 ３０名 

８月２６日（月） 活動なし（※現地調査） 

８月２７日（火） 定休日 

８月２８日（水） 活動なし（※現地調査） 

８月２９日（木） 調整中 

８月３０日（金） ２件 ２０名 

８月３１日（土） ２件 ７０名 

 

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！ 

 

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

小小小小高区駅通り彩る高区駅通り彩る高区駅通り彩る高区駅通り彩る    のんびりんこ(2013.08.12 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/9191.html 

   

  今月 5日(月)、お隣の小

高区に  小高区にある 4

小学校の児童たちが絵を

描いた ベンチなどが駅

通りに 配置されたそう

なので、さっそく行って

みました!! 

駅通りを走っていると最初に目についたのが、このメッセ

ージボード＼(◎o◎)／ 

ベンチやボードは通りで協力していただいた民間のスペ

ースを借りて配置されていて「がんばっぺ！小高」 ｢おか

えり｣ ｢Welcome home｣などのメッセージや可愛らしいイ

ラストが描かれています。 

 

木工教室｢男の木工HOPE｣の生徒さん、テクノアカデミー

浜の建築科の生徒さんたちがベンチやメッセージボード、

木製プランターなど作製しました。 

 

そのベンチやボードに小高区にある小高・金房・鳩原・福

浦小学校、4校の児童たちが手形やメッセージを色鮮やか
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な絵の具で描いたり、カラフルなタイルなどでベンチを飾

っていました。 

 

各小学校の児童たちが自分の手形のそばに｢がんばろう｣

｢きぼう｣｢みらい｣など…たくさんの想いを書きこまれて

いました。 

 

｢小高が少しでも明るくなれば｣｢訪れた人の目に留まって

ほしい｣などの思いを込め植えられた、ブルーサルビア・

ニチニチソウ・マリーゴールド・ベコニアなどがベンチや

ボードの周り、通りの歩道に置かれていました。 

 

ぜひ小高に来られた際には、ご覧になられてはいかがでし

ょうか･･･(*^ ^*) 

 

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

    

2013201320132013 年年年年 8888 月月月月 15151515 日日日日    復興復興復興復興    絆絆絆絆    大盆踊り大盆踊り大盆踊り大盆踊り    打ち上げ花火打ち上げ花火打ち上げ花火打ち上げ花火    

火祭り火祭り火祭り火祭り 広報みなみそうま フォトレポ  

 【2013 年 8 月 15 日（木曜日】 

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

3651,87,336,html 

 原町区の牛越応急仮設駐車場で「復興 絆 大盆踊り 打ち

上げ花火 火祭り」が行われ、仮設住宅の入居者や地元住民、

お盆で里帰りした避難者らでにぎわいました。 

 この日は、佐渡裕さんが主席指揮者を務める「シエナ・ウイ

ンド・オーケストラ」の演奏会、三条市から「三小相承会」の三

条太鼓、小高区村上に伝わる「田植え踊り」など多数の演目が

披露され、会場は大いに盛り上がりました。暗くなると水田の

周囲に竹につるした火の玉のかがり火400本が幻想的な光を

放ち、打ち上げ花火が夜空を彩りました。 

▲シエナ・ウインド・オーケストラ ▲シエナ・ウインド・オーケストラ 

▲三小相承会    ▲田植え踊り 

▲にぎわう出店    ▲にぎわう出店 

▲火祭り          ▲打ち上げ花火 

 

 


