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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１０月１０日木朝南相馬市から１０月１０日木朝南相馬市から１０月１０日木朝南相馬市から１０月１０日木朝    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！2013-10-10 04:48:30 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/1c47662329f80

a5a853b82ea50556a71 

『南相馬少年野球団』 

一昨日、本屋さんでまたまた、すてきな本を見つけてしま

いました。昨日、忙しい中でざっと読んでしまいました。

とっても貴重な本です。まずは、この本を書いた「岡 邦

行」さんに感謝と尊敬を。 

地元にこんな本を書いてくれる人がいたことにもとって

も嬉しく思います。 

あの、３．１１からの２年間の記録、南相馬市の少年野球

チームの関係者、選手やその家族の様々な避難生活やそこ

からの少年野球復活への道筋、活動、また相双地区の高校

野球の事まで、書かれています。 

私の息子もお世話になっていた原町１小ジュニアメッツ

（今は原町ジュニアメッツに変更）変更理由も書かれてい

ます。これも原発災害を象徴していることです。 

多くの人がこの町から、この地方から野球というスポーツ

を無くしたくない、子供たちの夢と希望を残すために大変

な苦労をされた記憶が書かれた本です。野球好き、興味の

ある方は是非読んでみてください。 

本屋にはあと１冊しかなかったようですから[文芸堂」、サ

イヤで、貸し出します。レジに置いておくので、お声をか

けてください。ただ１冊しかないので。 

 

昨日の、治安が悪くなっている話ですが、ある事件が起こ

っているとの話が出てきていますが、確認するために知り

合いの警察官の方に聞きましたが、警察では事件としては

把握してないそうです、噂が広がっていることはわかって

いるそうで困っていると言っていました、んん？何が、ど

れが真実なのか、いまいちわかりません、一様警察官の言

葉を信じるなら安心なんですが。噂であって欲しいですね。 

 

南相馬市から１０月１１日夜南相馬市から１０月１１日夜南相馬市から１０月１１日夜南相馬市から１０月１１日夜    サイヤ社長のブログ 

2013-10-11 18:36:22 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/55eacb5fcd3ab

6c773503e3b83fb0106 

『南相馬市復興状況』 

やはり、どこでも、どんな工事が遅れています。まず先に

いるのがコンクリートのようですが、足りません、震災前

に不景気の影響で、セメント工場が相双地区で３か所も閉

鎖したようです、今更再開できないので、極度のセメント

不足に加え、海岸のテトラポット優先のようなのでますま

す、民間にはすぐには回ってこないようです。特に小規模

では、大規模工事が優先のようです。そして、どこかの砕

石も出し渋りしているようです。訳は分かりませんが、仕

事を伸ばしたいのかな。てなわけで、今後も復興事業から

民間の設備投資もなかなか進まないのが現状のようです。 

どんどん、除染作業員の宿舎が建ち始めました。もちろん、

仮設住宅のようですが、年内に始まるのでしょうかね。町

の中心地のサティ跡地に出来る復興住宅の基礎堀も進ん

できました。来年の今頃には入居しているのでしょうかね。 

町が、賑やかになることはいいのですが、パット上がって

消えてしまう花火では困ります。何とか、町の将来に繋が

る復興にしていただきたいものです。 

 

今日は、隣のとどけ鳥さんで、菜の花油を抽出したそうで、

天ぷらを揚げて食べると言っていました。菜の花事業も町

の農業の再生のための大事なことですね。 

 

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

    

いのちの世界いのちの世界いのちの世界いのちの世界負けてらんにぇ！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。 2013-10-07 23:00:26 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/de8

46b3553a15d0eea7d40b146e06c34 

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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散歩 

 

小学生 

                 堀口 大学 

先生 

植物学はうそですね 

樹木もやはり笑うもの 

梅が一輪咲きました 

 

 

小学生の純真な眼は 梅が笑うのをはっきりみました。 

そのおどろきの顔が見えるようです。 

 

事実 梅は笑うのです。 

 

それまでに蓄積していた精いっぱいの力を枝頭に集め 

こまかな花弁に托して 

天地の恵みと期待に いまこそ応えようと 

はじめて ・・・ ニッコリ笑ったのです。 

 

時が熟したということは 

その時を・・・今日か 明日かと待ちつづけてきたものにとって 

・・・ どんなにうれしいことでしょう。 

 

思わずほほえまずにはいられませんね。 

 

人間は いや 私たちは生きています。 

草や木も 生きています。 

生きているもの同志の間には命と命の呼び合いが 

輝かしい命のサインが交わされるはずです。 

 

梅が笑ったと感じるところに 感じたこちらが生きているのです。 

 

鶯（うぐいす）を春告鳥と呼んだ心は 

長い冬の間 

雪の下に悩んだものの希望とよろこびではなかったでしょうか。 

 

山笑う ということばもありますが 

命ある人間は 山が笑い 梅が笑う世界にこそ 実は生きてい

るのです。 

 

昔は 日も 月も 山も 川も ・・・ 生きていました。 

 

選ぶ選ぶ選ぶ選ぶ    ・・・・・・・・・・・・    迷うのは迷うのは迷うのは迷うのは    楽しい楽しい楽しい楽しい  2013-10-13 03:28:05 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/c9a

84eb2c354d4527d1e8a1c34c3b9c7 

 

散歩 

レストランでメニューを見ながら 

「 あれにしようかな それとも これにしようかな 」 

と迷うのは ・・・ 楽しい。 

 

だが 

「 どれを選べば まちがいないか 」 と迷うなら 

・・・ そもそも レストランになど来ないほうがいい。 

 

「 選ぶ 」 ことを ・・・ 楽しめ。 

 

「 選ぶ 」 ことで ・・・ 悩んではなりません。 

 

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

今日ので今日ので今日ので今日のできごと１０月１１日（金）きごと１０月１１日（金）きごと１０月１１日（金）きごと１０月１１日（金）南相馬市生活復興ボ

ランティアセンターのブログ  2013-10-11 18:13:25 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11633894

678.html 

テーマ：＜鹿島区＞ 

１０月１１日（金） 晴れ  今日も(;^_^A あつかったーですね。 
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  富山からわたあめの高お

じちゃんが来てくださいまし

た。 

  子供も、大人もニコニコ 

 

 

心のケアの講話も開かれて

いたサロンもありました。 

 

 

 

 

お巡りさんが逮捕に！？   

交通安全の旗つくり ・・・でし

た。 

 

 

 

 今月も野馬追い文庫届いて

おります。 

 いつもありがとうございま

す。 

 

   ボランティア件数    ３件  

   ボランティア人数    ３名 

      ご支援ありがとうございました。 

 

社協ボラセンからのお知らせ 2013-10-13 19:02:22 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11635972

982.html 

朝晩はだいぶ冷え込むようになってきましたが、今週も日

中は蒸し暑い日が続きました・・・。 

木曜日から月曜日の 5日間で、延べ２２３名のボランティ

アさんに足を運んでいただき、依頼された３０件のお宅の

片付け作業のご支援をいただきました！ 

ご支援いただきました皆様！どうもありがとうございま

した！！ 

台風 26 号の動きも気になります台風 

進路が予想される地域では警戒が必要です！大きな被害

がないことを祈るばかりです！！ 

このところ、ボランティアさんの数が減ってきており、

ニーズはあるのに、作業を断念せざるを得ないような時も

あります！ 

また木曜日からも、一人でも多くのボランティアさんに

ご支援いただきますよう、心からお願い申し上げます！！ 

○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アップ 

ボランティアさんの数が減ってきております！！ 

どうか皆様のご支援をよろしくお願いいたします。 

【今後の活動予定】 

１０月１７日（木） ６件 １０名・家電搬出、草刈り 

１０月１８日（金） ２件 １０名・草刈り、家電搬出 

１０月１９日（土） ７件 ４０名 ・屋外清掃、草刈り、◎側

溝の泥上げ ・家電搬出、屋内清掃 

１０月２０日（日） ５件 ３５名・草刈り、家電搬出 

１０月２１日（月） 活動なし（※現地調査） 

１０月２２日（火） 定休日 

１０月２３日（水） 活動なし（※現地調査） 

１０月２４日（木） ５件 ２０名・草刈り、家電搬出 

１０月２５日（金） ２件 １５名・屋内清掃、家電搬出 

１０月２６日（土） ３件 ４０名・屋内外の清掃、草刈り ・

草刈り、泥だし 

１０月２７日（日） ４件 ３５名・草刈り、屋内清掃 ・家電

搬出 

１０月２８日（月） 活動なし(※現地調査） 

１０月２９日（火） 定休日 

１０月３０日（水） 活動なし（※現地調査） 

１０月３１日（木） 調整中 

１１月１日（金） 1件 4名  ・家電搬出 

１１月２日（土） １件 ２０名 

 ・屋内清掃・・・原発事故による避難後、そのままの状態です。

足の踏み場もないほどに家財道具などが散乱しているのに加え、

ネズミ被害による悪臭もあり、作業に困難を極めます！大量のゴ

ミや・家財道具等を分別し搬出する作業で、多くの人の力が必要

とされます！ 

１１月３日（日）  調整中 

１１月４日（月・祝）調整中 

１１月５日（火） 定休日 

１１月６日（水） 活動なし（※現地調査） 

１１月７日（木） １件 ４名 ・家電搬出 

１１月８日（金） 調整中 

１１月９日（土） ２件 ２５名 

  ・屋内清掃、家電搬出、草刈り 

１１月１０日（日） 調整中 

１１月１１日（月） 活動なし（※現地調査） 
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１１月１２日（火） 定休日 

１１月１３日（水） 活動なし（※現地調査） 

１１月１４日（木） 調整中 

１１月１５日（金） 調整中 

１１月１６日（土） １件 ２０名・屋内清掃 

１１月１７日（日） 調整中 

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

    

道の駅「南相馬」道の駅「南相馬」道の駅「南相馬」道の駅「南相馬」    開店開店開店開店 6666 周年記念感謝祭が行われました周年記念感謝祭が行われました周年記念感謝祭が行われました周年記念感謝祭が行われました 

2013/10/08 相双ビューロー  

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/10248.html 

お祭り 南相馬 -  2013/10/08 

10 月 5日(土)・6 日(日)の 2日間にわたり道の駅「南相馬」

にて株式会社野馬追の里 主催による開店 6 周年記念感謝

祭が行われました。 

 

富山県南砺市道の駅『福光』の出張販売が行われました。 

南砺市の特色ある農産加工食品 

「なんとの農産加工ブランド品」認定の品がずらりと並び

ます。 

南砺市特産品を求めるたくさんの人たちがブースを取り

囲むように行列を作っていました。 

 

特産品の中には、「なまず串焼き」や「どじょう蒲焼」も

販売されその中でも人気を集めた、アユやイワナの炭焼き

販売も行われました。 

 

観客を圧倒する、ライブコンサートが行われました。 

 

イベントの中でも特に人気を集めたのがライブコンサー

ト! 登場したのは‥‥ 

菊池 章夫(元 阿呆鳥)さん 

集まってくれた、たくさんの人々の心に響く名曲満載で 

会場を盛り上げてくれていました。 

 

ストラップなどのオリジナルグッツやＣＤの販売も行わ

れました。 

 

コシの強さが特徴の多珂うどん[高ライスセンター]の試食

会が行われ先着 300 食限りという事もあり早い時間から 

まだかまだかと長い列が出来ておりました。 

 

 

試食会の「多珂うどん」を楽しみにしていた子供たちは笑

顔で、「うまっ！！うめ～」と大満足の笑顔!(^ )̂!  お腹

一杯ごちそう様でした。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

道の駅 南相馬 

住所：福島県南相馬市高見町 2?30-1 

主催：株式会社野馬追の里 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 


