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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１２月１１日水朝南相馬市から１２月１１日水朝南相馬市から１２月１１日水朝南相馬市から１２月１１日水朝    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！2013-12-11 04:42:22 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ec5125310e64c

ef3b00330bd98ede7e2 

『保育園』 

 

昨日、南相馬市のある保育園に行ってきました。園長先生

とお話してきましたが、なかなか大変そうです。預かる子

供は小さい子ばかりですから、そのお母さん達も仕事をす

ることが難しいそうです、すぐに熱を出したり具合が悪く

なったりと、本当に仕事もままならぬ状況ですね。どの家

庭でも手助けがなくては仕事しながらの子育ては難しい

ですね。保育園は仕事を仕事をしていないと預けることは

出来ないそうで、ころころ、仕事を変わるお母さんも珍し

くないそうです。本当にいろんなお母さんがいるそうです。

常識が通用しなくなっているようですね。子供たちはあん

なに無邪気に遊んでいるのに育てる親がいろいろな問題

を抱えながらの子育てをしていると聞くと少し心配にな

りました。 

除染が始まっていました。 

 

南相馬市から１２月１２日木朝南相馬市から１２月１２日木朝南相馬市から１２月１２日木朝南相馬市から１２月１２日木朝    サイヤ社長のブログ 

2013-12-12 04:44:24  

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/04c65a26e4f2e

46b6b348325e12d37d0 

埼玉から来ている電気屋さんたち、１２月いっぱいで帰る

そうです。新地第一火力の工事が一旦終わるそうです。南

相馬市の在住しながら新地まで毎日通っていました。全国

を渡り歩いているそうですから、苦にならないそうですが、

来年新地第二火力の工事が始まればまた来るかもしれな

いとの事でした。 

最近、キクチスーパーが店休しなくなっています。人手は

無いのにお店を休まなくなっていますが、働いている人は

大変だそうです。夕方より少し遅くにくるお客さんの質が

悪くなっているそうです。飲み屋さんも早く閉めたり、常

連だけだったりと、聞いていますが、出来るだけ開けてお

くことはお店の使命ですが、サイヤは無理はしないように

します。今日もハローワークに相談に行きましたが、当分

無理なようですね、来てくれても問題ありの人では意味な

いし、ここは、あわてずじっくり待つことにします。何と

か、この体制で年末年始を乗り切りたいと思います。みな、

身体だけは大切に風邪などひかないでもらいたいですね。

本人だけでなく御家族も含めて。 

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

無我夢中無我夢中無我夢中無我夢中    ・・・・・・・・・・・・    自分の時間自分の時間自分の時間自分の時間    

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  2013-12-10 05:17:55 

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

bbdeaa545180a263aff7f331bde77 

 

大遠足 

いそがしいことはよいことだ 

それだけ生活が充実しているのだ 

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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・・・ という人がいるかもしれません。 

 

ほんとうでしょうか。 

 

つぎからつぎに 

追いたてられるようにして生きている人は 

ほんとうの自分の時間をもっていない ・・・ というべきでしょう。 

自分の時間とは 

時計に監督され 命令されている時間ではなく 

自分が主人公になっている時間のことです。 

 

いえ それは一定の時間というものではありません。 

 

自分がしたいからする 

せずにはいられないからする 

たとえそれによって 

よい成績がとれるとか 

よい収入があるとか 

名誉になるとか 

・・・ いったことがなくとも 

わが身をいとわず 

天の呼び声にこたえるように 

無我夢中にとりくんでいく ・・・ 

 

そいうときは その人には 

もはや ・・・ 時間などはありません。 

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

12121212 月月月月 14141414 日（土）社協日（土）社協日（土）社協日（土）社協    小高ボラセンだより小高ボラセンだより小高ボラセンだより小高ボラセンだより    

南相馬市生活復興ボランティアセンターのブログ  

2013-12-14 13:58:40 

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

900.html 

 南相馬市は今日も寒いです！ 

今日は、小高区以外の場所で、いつもお世話になっているボ

ランティアさん達にお会いしましたニコニコ 

震災で繋がった支えあいの絆ですね！心強く感じました！！ 

嬉しいニュースです！ 

  

センターの水道が使えるようになりました！！ 

（トイレはまだですが・・・） 

少しずつではありますが、復旧してますグッド！ 

 

 

引き続き、センターの除染作業の様子です。 

 

 

順調に進んでいるようです！！ 

現在、小高区ボランティアセンターの除染工事のため、ボラン

ティア活動を休止させていただいております。 

 

来年1月9日（木）より活動を再開させていただく予定ですが、

除染の進み具合によっては、日程が変更となる場合もあり得

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、ブログを見ていただけると幸いです。 

 

どうぞ、活動再開後も引き続きご支援いただきますよう、よろし

くお願い申し上げます！！ 

 

【再開後の活動予定】 

１月９日（木） ２件 １０名 

  ・屋内清掃 ・ゴミの分別 

１月１０日（金） ２件 １５名 

  ・屋内清掃 ・家電搬出 

１月１１日（土） ２件 ２０名 

  ・屋内清掃 ・草刈り 

１月１２日（日） ２件 １５名 

  ・屋内外の片づけ ・草刈り、木の伐採 
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１月１３日（月・祝） 調整中 

１月１６日（木） 調整中 

１月１７日（金） 調整中 

１月１８日（土） ２件 ２０名 

  ・草刈り ・木の伐採 

１月１９日（日） １件 １０名 

  ・屋内清掃 ・家電搬出 

 

以降、随時ブログにてお知らせいたします。 

火曜日は休館日です。 

 

南相馬市社会福祉協議会 

災害復旧復興ボランティアセンター 

 ＴＥＬ ０２４４－２６－７８２０ 

     ０８０－６８４７－２９５４ 

 

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

そうそうこども科学祭そうそうこども科学祭そうそうこども科学祭そうそうこども科学祭 2013201320132013 ウィンターが開催されましたウィンターが開催されましたウィンターが開催されましたウィンターが開催されました 

2013/12/10 相双ビューロー  

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/10887.html 

  12月7日(土)に南相馬市テク

ノアカデミー浜にて 

  『そうそうこども科学祭

2013ウィンター』が開催され

ました。 

 

 

［相双ゆたどさ］：【そうそうこども科学祭 2013】が開催

されました。(2013.03.05：掲載) 

 

様々な実験や体験ができるという楽しみながら学べる体

験型イベントで 

参加されている児童・生徒さんたちが 

楽しく学んで発見している様子が伺えました。 

 

 

[科学実験ブース]では『相馬中村層群研究会』による化石

のレプリカをつくり 

科学のおもろさを知って興味を示している子どもたちの

様子が印象的でした。 

 

[ものづくり体験ブース]では『丸三製紙株式会社』による

マジチェレ 

4 メートルの巨大折り紙で折り鶴は折れるのか？ 

 

お友達みんなで協力して和気あいあいと折っていきます。 

 

ヤッター！大きな大きな鶴がっ でっきあがりー！！ 

記念にみんなで集合写真を撮りました。 

 

[食文化体験のブース]では 

B-1 グランプリでゴールドグランプリを受賞した[浪江焼

麺太国]や 

サッカー日本代表シェッフ、楢葉町自慢のこだわりの逸品

[マミーすいとん] 

そして小高商業高校の大根をおからと小麦粉の生地に練

りこんで揚げた 

[大根かりんとう]がふるまわれ、たくさんのイベント参加

者らが堪能しました。 

 

【浪江焼麺太国公式ブログ】(URL：

http://ameblo.jp/namie-yakisoba/) 
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【浪江焼麺太国】(URL：http://namieyakisoba.com/) 

名物なみえ焼きそばを「おいしい」と完食しているこどもたち。 

 

体がポッカポカのマミーすいとんは、楢葉町の母の味は絶品です。 

 

主催：相双こども科学祭実行委員会 

協力：国立大学法人福島大学・ふくしまサイエンスぷらっ

とフォーム（spff） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

福島県立テクノアカデミー浜 

福島県南相馬市原町区萱浜字巣掛場 45番地の 112 

TEL：0244-26-1555  FAX：0244-26-1550 

URL：[福島県立テクノアカデミー浜] 

(http://www.tc-hama.ac.jp/) 

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

2013201320132013 年年年年 12121212 月月月月 1111 日日日日    第第第第 26262626 回野馬追の里マラソン大会・回野馬追の里マラソン大会・回野馬追の里マラソン大会・回野馬追の里マラソン大会・

第第第第 8888 回ウオーキング大会回ウオーキング大会回ウオーキング大会回ウオーキング大会  

広報みなみそうまフォトレポ【2013 年 12 月 1 日（日曜日）】 

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

5780,87,340,html 

 第26 回野馬追の里マラソン大会・第8 回ウオーキング大会は、原町

区の雲雀ケ原陸上競技場を発着に開かれ、全国から集まった約

2,000 人のランナーが野馬追路を駆け抜けました。 

▲ウオーキングスタート   ▲選手宣誓 

 

▲一斉に駆け抜ける   ▲ハーフスタート 

 

▲親子ペア   ▲豚汁で体を温めて 

 

▲5 キロスタート   ▲キビタンも応援 

 

▲乗馬体験   ▲ハーフ特別招待の西内選手ゴール 

 

▲ハーフ一般男子 39 歳以下    ▲10 キロスタート 

優勝の加藤選手 

 


