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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１１月１１日月朝南相馬市から１１月１１日月朝南相馬市から１１月１１日月朝南相馬市から１１月１１日月朝    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！2013-11-11 04:47:15 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/fb10675f03a9d

1e29c41f4482e4faa77 

『火力発電所』 

多分、原町火力だと思いますが、そこに電気工事に埼玉か

ら来ている方たちがいます。水曜日と土曜日の夕方、サイ

ヤに買い出しに来られます。なんでも、特殊な電気工事だ

そうで、配電判関係とかですが、全国に行くそうです。９

月から来ていて１１月に帰る予定だそうですが、どうも今

年いっぱいかかると言っていました。なぜ、水と土だけか

というと、その日だけは残業がないそうです、他の日は３

時間残業しているそうです。特殊な専門性の高い仕事のよ

うです。災害があったためにいろんなところからいろんな

人が来ていますが、特殊な技術や能力の人たちと仕事をす

ればレベルアップすることもできますね。新しい知識を得

ることもできます。災害はマイナスですが、その後の復興

作業をしていくうえでこの地域の人のいろいろな仕事や

生き方のレベルアップにつながると良いですね。 

 

南相馬市から１１月１２日火朝南相馬市から１１月１２日火朝南相馬市から１１月１２日火朝南相馬市から１１月１２日火朝    サイヤ社長のブログ 

2013-11-12 04:55:04  

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/dc7f7ebe498ff7

ae34aab37c64576cff 

『移動映画館』 

あんまり、大きな車なので聞きましたが、バスではなく、

トラックを改造したそうです。トラックをバス型にして、

中で映画を上映できるように改造したとのことです。 

スタッフの方たちもとっても気持ちに良い人たちばかり

です。司会進行をされた女性などはお話がとっても上手で

した。みなさん一生懸命なのが伝わってきます。 

こんな機会はそんなにあるもんじゃないですから、見てみ

ると良いのかもしれません。 

 

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

汚れに染まる汚れに染まる汚れに染まる汚れに染まる    ・・・・・・・・・・・・    気概気概気概気概    

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人たちの

現地報告です。  ・・・現在 同市内の雇用促進宅で 

妻と二人暮らし  2013-11-15 12:00:51 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/9ea

48ce84a35028483eeab7943ee5f89 

 

大遠足 

 

エゴイズムの充満した ・・・ まことに汚い世のなかです。 

 

どんな仕事につこうと なんらかのムジュンや不潔はさけられません。 

自分もまた多少なりと それらに染まらないわけにはゆきません。 

ああ イヤだ と潔癖に考えつめたら 

遁世 （ とんせい ） でもするしかテがなくなりそうですね。 

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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遁世してみたとて 衣食住の資は要ります。 

それらは 他人の労働によってつくられたものです。 

ならば 遁世こそ ・・・ エゴの極というものです。 

 

自分もまた汚れた世ではたらくことを 厭うことはゆるされません。 

多少ぐらい その汚れに染まることを おそれてはならないのです。 

 

自分だけは汚れたくないというのは ・・・ 小我の倫理です。 

 

世のために田に出てにごる清水かな 

 

田んぼの水をみてください。 

もとは清冽な岩清水でありました。 

それがあえて田に流れでて 泥ににごっているのです。 

世のために 米をつくるために 

みずから汚れることをいとわないのです。 

むしろ よろこんで 田に出てにごっているのです。 

 

・・・ 大我の倫理とは そういうものなのです。 

 

「 田に出てにごる 」 には 

人のいやがる仕事を求めてする という含みもあると考えられます。 

 

世のためになることなら 何だって よろこんでする 

・・・ そういう気概をたたえた句であろうと思います。 

 

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

11111111 月月月月 11111111 日（月）社協ボラセン日（月）社協ボラセン日（月）社協ボラセン日（月）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  

2013-11-11 09:37:02 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-11684197

900.html 

 おはようございます。 

 今朝は寒くなりました。会津では雪の予報です雪 また震災

時の季節「冬」がやって来ます雪の結晶 

 ●来たる 11 月 18 日（月）より、センターの除染工事に伴い、

ボランティア活動を一時休止させていただきます。来週が今

年最後の活動になりますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す！！ 

 なお、活動休止の日程は変更する場合もあります。変更の

際は、本ブログにてお知らせいたしますので、活動休止期間

中も、時折ブログを見ていただけると幸いです。 

●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！ 

今後も、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。 

●電話・・・０２４４－２６－７８２０  ０８０－６８４７－２９５４ 

●開所時間・・・９：００～１７：００ 

  ※時間外は、留守番電話にて用件を承ります。 

 

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】 

１１月１１日（月） 活動なし（※現地調査 他） 

１１月１２日（火） 定休日 

１１月１３日（水） 活動なし（※現地調査 他） 

１１月１４日（木） １件 １０名 

  ・草刈り ・屋外片付け 

１１月１５日（金） ３件 ２０名 

  ・屋内外の片づけ ・家電搬出 

１１月１６日（土） ２件 ３０名 

  ・屋内清掃 ・木の伐採 ・家電搬出 

１１月１７日（日） ２件 ２０名 

  ・草刈り ・屋内片付け 

以降、随時ブログにてお知らせいたします。 

●センターの全面除染工事のため、１１月１８日（月）～翌年１

月８日（水）まで、ボランティア活動を休止させていただきま

す！ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたしま

す。※日程変更の際は、本ブログにてお知らせいたします。 

 

※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、活動を中止する場合も

あります。  ご支援、よろしくお願いいたします！ 

☆活動エリア内(小高区)では、スーパー・コンビニ等の店舗が

再開していません。 

 飲み水（十分に）やお弁当などは、各自ご持参くださいます

ようお願いいたします！！ 

 このほか、マスク・軍手・長靴（ステンレスの中敷を装着）・タ

オル・帽子・着替えなどの装備品も各自ご持参くださいますよ

うお願いいたします。 
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☆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（8:20

頃）、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。（お時間のご

指定はいたしかねますので、ご容赦願います。）※送迎をお

約束された方で、活動日変更や送迎不要など、予定を変更さ

れる場合は、センターへご連絡ください。時間外の場合は、

留守番電話にて承りますのでよろしくお願いいたします。 

○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、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。 

 ニーズとのマッチングの必要がありますので、活動を計画さ

れる際は、必ず事前にセンターへ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！  

 

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

南相馬ジャスモールを会場に南相馬ジャスモールを会場に南相馬ジャスモールを会場に南相馬ジャスモールを会場に    第第第第 17171717 回回回回 JAJAJAJA まつりが行われまつりが行われまつりが行われまつりが行われ

ましたましたましたました 2013/11/08 相双ビューロー  

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/10519.html 

11 月 2､3 日の両日、第 17 回 JAまつりが原町区の南相馬ジ

ャスモールを会場に開かれ テーマは「みんなで踏み出せ

大きな一歩『そうまの大地の安全宣言』」で行われました。 

 

ジャグリングのCLOWN HIROさんが特設ステージで盛

り上げました。 

一番よいと思った作品の番号を記入投票する【豊作祈願か

かしコンテスト】が行われました。 

 

地元農産物の消費拡大、販売が行われ、おいしい農産物が

勢ぞろい！！ 

 

相馬農業高等学校の生徒さんたちも出店していました。 

 

セリ料理試食や野菜のバケツ詰め放題が行われたくさん

の方が挑戦し人気を集めていました。 

 

子供たちが遊べるふわふわランドやスーパーボールすく

い、金魚すくいにはたくさんの子供たちが列をつくって順

番を待っていました。 

 

子供たちの表情を見ると、真剣な表情の合間にうれしさが

溢れ出していてとても楽しそうでした。 

 

南相馬市ふるさと回帰支援センターのマスコットキャラ

クターの『のまたん』が元気な子供たちを待っていました。 
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ジャスモールフードコートの会場内では小中学生交通安

全ポスター・書道展示が行われました。 

 

 

災害協定を結ぶ南相馬と杉並区の子供たちによるミュー

ジカル・ライブが開催されました。 

 

みんなで踊って、「みんなのうた」を歌い元気な歌声を響

かせました。 

 

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

2013201320132013 年年年年 11111111 月月月月 5555 日日日日    杉並文庫の杉並文庫の杉並文庫の杉並文庫の図書貸出し開始図書貸出し開始図書貸出し開始図書貸出し開始    

 広報みなみそうま フォトレポ  

 【2013 年 11 月 5 日（火曜日）】 

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

5112,87,339,html 

 杉並区からの義援金を活用し、市内の小中学校の学校図書

館で行っていた「杉並文庫」の整備がこのほど終わり、11 月 1

日から順次図書の貸出しを開始しました。 

これは、市の将来を担う子供たちの読書活動の充実に向けて

進めてきたもの。杉並区ゆかりの作家や著名人の書籍のほか、

放射線・環境教育・復興に関する書籍を選び、1 校あたり 200

～250 冊整備しました。 

小高区 4 小学校では、この日から貸出しが開始され、昼休み

になると多くの児童が図書室を訪れ、本を手に取っていまし

た。 

 なお、平成 26・27 年度も同規模の整備を進める予定です。 

 

 

2013201320132013 年年年年 11111111 月月月月 8888 日日日日    高平地区で防災避難訓練高平地区で防災避難訓練高平地区で防災避難訓練高平地区で防災避難訓練 広報み

なみそうま フォトレポ  

【2013 年 11 月 8 日（金曜日）】

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

5267,87,339,html 

 原町区の高平地区で防災避難訓練が行われ、高平小学校

の児童や消防団、防犯指導隊など 211 人が参加しました。 

 これは、高平地区には土地の低いところもあり、小学校や生

涯学習センターがある辺りも海抜が9mほどであることから、実

践的な避難訓練を目的に昨年初めて行われたもので、今回

が 2 回目。 

 今回は、児童が下校中に巨大地震が発生し、大津波警報が

発令されたとの想定で実施。それぞれの地点に分かれた児

童や地区の住民たちは、第一避難所であるJAそうまやすらぎ

会館の第二駐車場に向かって避難を始めました。児童は、各

グループが合流すると各自持っていたロープを結び付けはぐ

れないようにし、「津波が来るぞ」と声を出しながら避難しまし

た。また、リアカーを使った弱者避難も行われました。 

 

▲ロープを結び付ける児童  ▲避難所へ向かう児童 

 

▲避難所へ向かう児童  ▲リアカーで避難 

 

▲リアカーで避難   ▲名前の確認 

 

 


