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このこのこのこの新聞新聞新聞新聞についてについてについてについて        

被災地に関する各種公式情報等は新聞やテレビで

大量に届けられていることと思いますこの新聞は避難

された方々の「南相馬市の情報が少ない」との声をお

聞きして[多様な情報を掲載している南相馬市内外の

方のブログ]をそのまま掲載しているものです。ブログ

は個人が運営するものが一般的で、内容は個人の意

見です。ですのでその意見だけにとらわれず是非

様々な情報を見比べていただくことをお勧めいたしま

す。 

 何よりも優先するのは政府の指針（そろそろはっきり

した指針が出そうです）であり南相馬市の対応です。 

また、各種補償を受けられるためには政府の指針ど

おりの対応が必要になると思います。どうぞその点を十

分にご理解の上お読みいただければ幸いです。 

 

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

    

ちびっこちびっこちびっこちびっこ応援応援応援応援    ・・・・・・・・・・・・    ありがとうねありがとうねありがとうねありがとうね    

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。  2011-04-20 13:20:58  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/f7f1b5d2728c

6fd1a312c17c62453f91 

 

きらきら幼稚園 はばたきルームのみなさん 

 

きれいな きれいな元気を 

いっぱい いっぱいもらいましたよ。 

 

ありがとうね。 

 

 

 

 

 

 

おもわず写真撮りを忘れてしまいそうな ・・・ 楽しい

ひとときでした。 

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）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。内容内容内容内容はははは

個人個人個人個人のののの意見意見意見意見でありでありでありであり公公公公のものではありませんのものではありませんのものではありませんのものではありません、同じ市

民同士の生の意見として参考までとしていただきた

いと思います。正式正式正式正式なななな指針指針指針指針はははは政府政府政府政府が出しますので

そちらにしたがう事で各種補償も受けられます。どう

ぞその点を誤解なきようお読みください。 

編集・発行 NPO ながおか生活情報交流ねっと soiga01@gmail.com、

協力・印刷・配布：長岡大学、同学生有志、長岡技術科学大学ボランテ

ィアサークル、飯田ボランティア協会、山古志村のマリ 配布協力避難

所：新潟県長岡市内・湯沢町内・見附市内・小千谷市内、長野県飯田市

内・豊丘村内、福島県福島市内ほか 

新聞 PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html  
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平凡平凡平凡平凡    ・・・・・・・・・・・・    一避難者一避難者一避難者一避難者のつぶやきのつぶやきのつぶやきのつぶやき    

 2011-04-20 04:24:41  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/c46fc64f8436

252254775f094021226e 

 

 

 

今日はよく働いた ・・・ 

と夕方になって考えることほど 

私にとって 

大きな楽しみはありませんでした。 

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

    

おおおお願願願願いいいい    

 東北の関西人        被災者と被災地で働く全ての人がまた普

通の生活に戻れますように。2011-04-20 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10866911509.html 

 

動物に対してのコメント、ツイート、メール宛に… 

 

いろいろ提言してくれてありがとうございます 

今思う本音をここに書かせていただきます 

 

この子たちはわたしの所有物ではありません 

所有者に頼まれたものでもありません 

すべてはわたしの独断で動いています 

夫には「内部被曝した動物を他の動物たちの中に 

紛れ込ませることには反対だ、無責任だ」と言われて

います 

わたしもそれに反論は出来ません 

わたしの利己的な行いにより被害を拡大させることへ

の責任の重さ、重大さに心が揺れています 

 

提言はありがたいのですが 

責任が全部わたしにかかってきます 

だから 

言われた通り動けないことを許して下さい 

わたしはわたしが責任を持てる最大限の努力はしてい

ます 

提言の中で「これなら…」と思うところへはアクセスして

います 

だから「言ったのになぜ電話しないんだ、コンタクトとら

ないんだ」と 

責めないで下さい 

どうかわかってください 

わたしはわたしにできる最大限の努力をしています 

それを足りないと思う人は 

ご本人がここに来て直に手伝って下さい 

その上でご自分にも責任が取れると思う行動を起こし

て下さい 

 

一人でできることには限界があるのです 

 

すいません 

心優しい方々へ少々きつい言い方になったかもしれま

せんが 

これがわたしの本音です 

    

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

    

【【【【南相馬市役所情報南相馬市役所情報南相馬市役所情報南相馬市役所情報】】】】    （掲載許可済） 

 

津波津波津波津波被害被害被害被害によりによりによりにより流出流出流出流出したしたしたした物品物品物品物品のののの縦覧縦覧縦覧縦覧についについについについてててて    

最終更新日：平成23年4月19日 

 

 津波で流出した写真や賞状などの思い出の品につ

いて、下記のとおり縦覧を行います。 

 縦覧のうえ、所有物と確認できた物はお持ち帰りする

ことができます。 

○場所：栄町柔剣道場（原町区栄町二丁目 42）  【地

図】 

○期間：4 月 19 日（火）から当分の間（土日、祝日も行

います。） 

○時間：午前9時から午後４時まで 

○受取方法：本人確認のできるもの（運転免許証など）

を持参してください。 
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※市で当分の間保管、縦覧し、その後は南相馬警察

署に引き渡します。 

 

【環境衛生課 0244-24-5231】 

 

------------------------------------------------------------------- 

    

臨時職員臨時職員臨時職員臨時職員をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

最終更新日：平成23年4月20日 

 

 南相馬市では、今般の東日本大震災により、被災さ

れた方々の雇用の場を確保するため、緊急雇用創出

基金事業を活用し、下記のとおり臨時職員の募集をし

ます。 

 なお、今後も災害対策復旧事業等、順次ハローワー

クにて募集をしていく予定です。 

【応募条件】 

南相馬市民で失業中（見込みを含む）の方 

※休業手当、失業手当を受けながらの雇用は出来ま

せん。 

   

事業名（職種） 

業務内容 

勤務地 

募集人数 

 

1 支援物資倉庫管理事業（作業員） 

支援物資の仕分け、整理、梱包等、物資倉庫の管理

業務 

小川町体育館 

５名 

 

2 災害復旧資材管理事業（事務職員） 

配布及び貸出申請処理、資材や機材の受払、資材

や機材の在庫管理 

高平小学校体育館 

３名 

 

3 結いの里づくり推進事業（事務職員） 

農村環境保全活動を定着させるため、各々の組織

に対し、事務・経理の支援や情報の提供・活動啓発 

市役所農林水産課 

１名 

 

【雇用期間】概ね６ヶ月間 

【募集期間】４月１９日（火）～４月２５日（月）午前中 

※応募状況に応じて変更する場合がありますのでご了

承願います。 

 

【面接予定日】４月２６日（火）（面接会場：南相馬市役

所） 

 

【申込先】お近くのハローワーク 

（その後、紹介状、履歴書を下記問合先に提出いただ

くようになります。） 

  

【雇用条件】賃金等(日給)：６，０００円から６，３００円 

就業時間：８時３０分から１７時１５分（休憩時間６０分） 

      休日等：土日祝 

      加入保険等：雇用・労災・健康・厚生 

 

【その他】詳細につきましてはお近くのハローワーク、

または下記にお問合せください。 

 

【お問合先】 

南相馬市役所経済部商工労政課 

〒975-8686 

南相馬市原町区本町二丁目27 

南相馬市役所 西庁舎2階 

 0244-24-5264 

 0244-23-7420 

 syokorosei@city.minamisoma.lg.jp 

 

------------------------------------------------------------------- 

障障障障がいがいがいがい者支援者支援者支援者支援についてについてについてについて    

最終更新日：平成23年4月20日 

 

●障がいに関する相談について 

 

 南相馬市から委託された相談窓口である相談支援セ

ンターほっと悠・相談支援相馬事業所では、障がいに

関する相談や心配ごと、健康や福祉、医療や生活に関

することを受け付けています。現在は、主に精神障が

いの通院に関する相談を受け付けています。 

 

 ○相談支援センターほっと悠 

  ※現在は、主に精神障がいの通院に関する相談を

受け付けています。 
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  連絡先：０９０－１３６７－６８７６ 

  受け付け時間：平日の９：００～１７：００ 

 

 ○相談支援相馬事業所 

  連絡先：０８０－５５６１－０８４６ 

  受け付け時間：平日の９：００～１７：００ 

 

●被災地障がい者支援センターふくしま開設のお知ら

せ 

 平成23年3月19日に日本障害者フォーラム（ＪＤＦ）

が郡山市に被災地障がい者支援センターを開設しまし

た。 

 今回、設立されたセンターでは、地震及び津波等に

より被害を受けられた障がい者施設や避難所等を巡回

し、必要とする物資の運搬等の支援を行っております。 

また、在宅で生活をしております障がい者の状況につ

きましても訪問調査を実施し、必要な物資の運搬を行

います。 

 

 ○連絡先：被災地障がい者支援センターふくしま 

  住所：〒963-8024 郡山市朝日二丁目２１－１０ Ｙ

Ｋビル１０２ 

  電話：024-925-2428 

  ＦＡＸ：024-925-2428 

  E-mail:shienfukushima2011green@yahoo.co.jp 

 ○救援物資保管場所 

  ・ひまわりの家 

   住所：相馬市中村字新町１９１  

   電話：0244-26-7281、090-1367-6404  

  ・デイサポートぴーなっつ 

   住所：南相馬市原町区上渋佐字原田９４－４  

   電話：090-1367-6421  

 

●視覚障害者福島県支援対策本部のお知らせ 

 

 「東日本大震災視覚障害者福島県支援対策本部」で

は、目の不自由な方からの生活相談に応じるとともに、

下記の用具を無料で提供しています。被災によりお困

りの方は、視覚障害者福島県支援対策本部までご連

絡下さい。 

 

～無料提供用具一覧～ 

 ・音声時計 ・ベスト  ・白杖（１００～１２０ｃｍ） 

 ・Ｔシャツ  ・保管用巾着 

 

  視覚障害者福島県支援対策本部ニュース （PDF：

86KB） （※編集より ホームページではニュースに繋が

って読めます。） 

 

○ 連絡先： 

東日本大震災視覚障害者福島県支援対策本部 

  福島県点字図書館 

  住所：〒９６０－８００２ 福島市森合町６－７ 

                電話：０２４－５３１－４９５０ 

                ＦＡＸ：０２４－５３４－０５２２ 

                メール： 

fukushimatenji@ad.wakwak.com 

 

  受付時間：午前９時～午後５時（月曜・祝日は休館） 

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

 

■ 編集編集編集編集よりよりよりより    今号は南相馬市役所のお知らせのスペ

ースを多くとりました。 


