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冷静に見れば、南相馬市での生活は普通なのかもしれませ
ん。原発事故、今は汚染水問題を抜きにして考えれば、仕
事をしていると、普通の生活です。
放射能も見えないわけですから、気にしてもしょうがない
わけで、住んでいる以上どうすることもできないのですか
ら、気にしなければ普通です。
ただ、働かないでいる状況は働けないでいる状況は人の気
持ち、意欲を削いでいることは間違いないようです。隣の
相馬市の経営者の方が南相馬市の人はすぐにやめてしま
うから雇用したくないとまで言っていますが。そんなこと
はないだろうと思っていましたがハローワークでも聞き
ましたから現実なのでしょうね。仕事が続かないというこ
とです。新しい情報では縫製会社に中国人従業員の雇用が
始まっていたようです。
昨年から少しづつ来ているそうです。三年間の雇用期間の
ようです。
縫製業だけでなく、他の業種でも雇用出来るそうですから、
少し勉強してみる価値はありそうですね。ベトナムはと聞
いたところやはりまだ、中国人よりレベルが低いそうで、
脱走？する人も多いそうですからやっぱり中国人だそう
です。大連まで面接に行くそうです。小売業にも来てくれ
るかな。お惣菜もどうかな。と考えてしまいます。

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
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

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９月１３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！2013-09-13 05:11:21

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d5a1d7309c8ef
3dd1cf7ef3af94ff957
『避難指示解除』
避難解除されても、今、まだ、４０％の人たちが帰って来
ないようです。南相馬市ではなく、広野町の事ですが、イ
ンフラが重要なようですね。お店や医療機関が無くては住
民の皆さんは帰って来ないですね。住民が先かお店などが
先か難しい問題です。南相馬市で良かったのは行政、市役
所の機能が残っていてくれたことですね。あの時市役所が
避難していたら、サイヤもすぐに帰ったかどうかわかりま
せん。市役所の職員の方たちには感謝ですね。
そういえば、来年早々の１月に南相馬市市長選ですね。桜
井市長は出るそうですが、あとは誰が出るのか？震災復興
がまだまだ続くわけですからややこしくならない方が良
いのですが、どうなるか。
１１月は福島市市長選だそうですが、現市長の瀬戸さんは
日本で初めて子供の医療費無料化をしたそうですが、この
こと知っていましたか、私は知りませんでした、良い事や
っても結構忘れ去られるようですね、良い噂より悪いいい
加減な噂が広まるって変ですね。難しいもんです。

#############################################
なんでもかんでも苦にせず ・・・
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。 2013-09-07 19:00:31
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/eb8
ed91ad9e5e8b8e081176191ef1199

南相馬市から９月１４日夜 サイヤ社長のブログ

散歩

2013-09-14 18:13:43
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/dab488292b4fb
2341ae5be0f8ebd442e
『現状は』

人間に生まれたということは
マアマア ・・・ ありがたいことです。
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しかし 人間に生まれて
ノイローゼになって病院に入っていても ・・・ つまりません。
金がないといって苦にしておっても ・・・ つまりません。
好きになった ふられたといって苦にしておっても ・・・ つま
りません。
何でもかんでも苦にして ・・・ どうでもいいじゃありません
か。

今日のできごと 9 月 11 日（水）南相馬市生活復興ボラ
日（水）
ンティアセンターのブログ 2013-09-11 16:58:23
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11611521
824.html
テーマ：＜鹿島区＞
9 月 11 日（水）くもり

それよりも
せっかく人間に生まれてきたのですから
生まれ甲斐のあることでなければ ・・・ 。
大人の妙な癖

2013-09-08 16:30:59

タオルでお犬さまを作りました。上出来ですかね？

のばして・・のばして・・・、伸びるのって気持ちいいんですよ
ね・・・。

散歩
お休み利用して、時々お見えになっているボランティアさん
の指導です。ハート

大人になると妙な癖がついているから
言葉ひとつでも大騒ぎします。
赤ん坊ならなんともありません。
赤ん坊に恥をかかそうとしても
赤ん坊は恥をかきません。
大人ばっかりが対立感をもっていて
みずから催眠術にかかっているから
恥をかいたり 腹を立てたりします。

ゲームもして王冠１には絵手紙のプレゼント

ただマッスグにゆけばいいのですが ・・・ 。
#############################################
仮設ではお料理もありました．
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ボランティア件数
4件
ボランティア人数
12 名
ありがとうございました。

選手たちは蒸し暑さとの戦いも強いられるコンディショ
ンとなりました。
結果は、向陽中学校の見事な男女揃ってのアベック優勝を
飾りました！！
男子は三連覇、女子は七連覇を飾りました。

#############################################
第 56 回福島県中学校駅伝競走大会が行われました
2013/09/05 相双ビューロー
http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/9943.html
9 月 4 日(水)あいにくの空模様の中、雲雀ヶ原野馬追い祭
場 陸上競技場で
第56 回福島県中学校駅伝競走大会 相双地区予選会が開催
されました。

向陽中学校のアベック優勝 向陽中学校のアベック優勝
表彰式が行われました。優勝おめでとうございます！！祝
県大会出場！！
向陽中学校の活躍が、期待されます。
第 20 回 柏曜祭が行われました。
2013/09/11 相双ビューロー
http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/10010.html
9 月 7 日(土)東日本大震災後初となる、原町高校、文化祭
である。
第 20 回 柏曜祭が行われました。

駅伝競走大会の模様 駅伝競走大会の模様
相双地区の中学校男子 16 校、女子 14 校が出場し上位 6 校
が県大会への夢の切符を目指して
男女ともに、熱戦を繰り広げました。

今年のテーマは「彩幻 ～新たなる幕開け～」です。

タスキをつなぎ必死にゴールを目指します タスキをつ
なぎ必死にゴールを目指します 向陽中学校の見事な優
勝
浪江中学校男子は 3 年ぶりの出場で
若い力でタスキをつなぎたいと必死にゴールを目指しま
す。

第 20 回 柏曜祭 第 20 回 柏曜祭のカウントダウン花火
元気で笑顔あふれる高校生の活躍の場であることをアピ
ールしようと
各クラス・各部気合いを込めて準備をした仮装行列が
カウントダウンの花火を合図にいよいよスタートです。

男子の駅伝大会のスタートです タスキをつなぎ必死に
ゴールを目指します タスキをつなぎ必死にゴールを目
指します
女子の大会時は横から雨が吹きつける大雨の中のコンデ
ィションでしたが
男子の大会が始まる前に雨が上がり、まぶしい太陽が顔を
出し

吹奏楽部の生徒さん 柏曜祭のスタートです
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吹奏楽部を先頭に、巨大な柏曜祭のゲートをくぐって校外
へスタートする原町高校の生徒さんたち。

盛り上げる様々な仮装 いろいろなおばけに仮装する生
徒さん 飲料水に仮装した生徒さん
いろいろなおばけに仮装したり、飲料水に仮装したりと
様々です。

ちびっこ運動会元気にがんばるぞ！
広報みなみそうま フォトレポ【2013 年 9 月 12 日（木曜日】
http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/20,1
4190,87,337,html
ちびっこ運動会は、ひばり生涯学習センターで行い 28 組が
参加しました。ママの他に、おじいちゃんやおばあちゃんの
姿も見られました。
準備体操の後「かけっこ」や「すいかの名産地」「ひまわり畑へ
いらっしゃ～い」など全 10 種目をみんなで元気に繰り広げま
した。

アンパンマンに仮装した生徒さん アンパンマンに仮装
した生徒さん アンパンマンに仮装した生徒さん
アンパンマンに仮装した生徒さんたちは
地元住民でにぎわう市街地である、旭公園までの約 2 キロ
を目指して行列を行います。

見事なお城です さまざまに仮装した‥‥
生徒たちのさまざまに仮装した元気なパフォーマンスに
沿道の地元住民や保護者からは、大きな拍手や声援が送ら
ていました。
▲スイカ畑へゴーゴー
#############################################
2013 年 9 月 11 日 鎮魂のあかり
広報みなみそうま フォトレポ【2013 年 9 月 11 日（日曜日）】
http://www.city.minamisoma.lg.jp/index.cfm/20,1
4185,87,337,html
東日本大震災と東京電力福島第一原発事故から二年半を
迎え、銘醸館の庭で 2,064 本の「鎮魂のあかり」と名付けた手
作りのろうそくに火を灯し、被災者を悼みました。

▲おじいちゃんと一緒に

▲ママと仲良く歩こう歩こう▲トトロからのプレゼント

▲ダンス「ハッピージャムジャム」▲風船ちょうだ～い
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