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久久久久しぶりのしぶりのしぶりのしぶりの更新更新更新更新    

えび父さんの日記 2011/04/24 19:47 

http://ebi.tou3.com/Entry/44/ 

久しぶりの更新 

ずっと更新せずにすみませんでした。。。。 

週初めに、今後の仕事の事や生活の拠点をどうするか

について色々と奔走してまして 

週中に南相馬市に戻ってきたのですが、風邪をひき、

おまけにこじらせてしまい寝たきりでしたｗ 

寝込んでいる間に色々とあったようですが、総理大臣

の行動に関しては、何も言う事はありませんｗ 

わかりきってた事だし、無能ぶりに磨きをかけただけの

事にコメントする必要も無いと思います。 

福島県人に対する誹謗中傷も報道されてますが、個人

の醜さを露呈してる話題にコメントも出来ません 

あえて言わせてもらうと、心が狭いって言うか、本来日

本人が持っているはずの思いやりを持ち合わせない

人が増えてきたんだなって思います。 

ちょと病み上がりでテンション上がらないんで、報道へ

の文句はこの辺にして、水槽内での新たな動きで

も・・・ 

 

ここ１週間近く放置していたんですが、今朝何気なく水

槽を覗いていたら 

な、なんと！抱卵してる子が２匹居ました！ 

この前孵化した子じゃない２匹が抱卵していたんで

す！！！ 

しかも、１匹はすでに卵に目らしき物が・・・・ 

どのくらいで目のような物が見えるのか良くわかりませ

んが 

ひょっとしたら、家に来た直後くらいに抱卵していたの

かも？？？？？ 

また１つ楽しみが増えましたよ＾＾ 

先に孵化した子達も順調に大きくなってるし、大きい子

は６～７㎜位ありそうです。 

未だに、見つけられるのは最大でも７匹ですが、きっと、

もっと居る事と思います。 

今後の状況によっては、南相馬市を離れる事になるか

もしれませんが、今居る稚えび達が 

ある程度の大きさになるまでは移動しない方がいいん

だろうな～ 

やっぱり、どんな事しても居残るべきかな～ と再び悩

んでおりますｗ    

    

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

ダチョウダチョウダチョウダチョウ救出作戦救出作戦救出作戦救出作戦        

 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。2011-04-24 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10871282555.html 

とうとうダチョウの引き渡しの日が来ました 

興奮して 2 時に起きてしまったわたし 到着予定は 11

時です…7 時間待ち

… 

ほぼ時間通りに車が

到着しました 

普通車 1 台にクレー

ン車1台人数4人 

本当に遠くからありが

とうございました 

車を鳥舎ギリギリに止

めてクレーンでコン

テナを降ろします 

この作業も大変で微

調整を繰り返しなが

ら少しずつ入り口に

コンテナを近づけて

いきました 

 

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、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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ばっちり鳥舎の戸

とコンテナの戸が

ぴったり 

ここまでも大変で

すが本番はここか

らです 

ダチョウをコンテナ

に入れなければい

けません 

コンテナの扉を押

さえている人1人 

 

ダチョウを追う人 3

人 

人、ダチョウを追う 

ダチョウ逃げる 

ダチョウ捕まりほっ

かむりされます 

こうすると少し暴れ

なくなりました 

さすがプロの技 

というかこんなこと

私たちには絶対で

きません 

 

 

 

大きい方のダチョ

ウが心配そうに見

守っていました 

こちらは力が強く

押さえつけることが

できないので 

柵を使って追い込

み作戦でした 

 

無事に2頭ともコン

テナに入りました 

すごく時間がかか

りました 

ダチョウの入ったコンテナを慎重にトラックに戻し任務

終了です！ みなさま、本当におつかれさまでした 

「みんなでご飯食べて帰って下さい」と言って渡そうと

したお金を 1銭も受け取らず 

「いや、ダチョウが救えてよかったです」 

「今まで面倒みて大変

だったでしょう」とこの前

の、他の動物を保護し

てくれた方と同じくこち

らを気遣ってくれる… 

なんというか、もう胸が

いっぱいになりました 

こんな優しいみなさんのおかげで生きていた動物たち

がみんな救えた 

わたしのわがままで始まったこの救出が無事に終わっ

た  感無量です ありがとうございました 

今までコメントやツイッターで支えてくれた 

みなさんにも本当にありがとうございます 

これですべてが終わりました 

生活はまだこれからどうするか 

何も決まっていませんが 

とりあえず救えた命のことを思い 今日はビールで乾

杯です！ 

最後に動画を２つ （編集者より：実際のブログには２つの

動画が見れるようになっています。） 

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

～～～～福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所福島第一原子力発電所（（（（以下以下以下以下１１１１Ｆ）Ｆ）Ｆ）Ｆ）からのからのからのからの最短距離最短距離最短距離最短距離

数公表数公表数公表数公表についてについてについてについて～～～～        

第一子第一子第一子第一子とととと猫猫猫猫、、、、時時時時々々々々    結婚結婚結婚結婚＆＆＆＆コラムコラムコラムコラム    

大地震に臆する事無く、3 月 17 日無事に第二子が産まれました

(≧ε≦)  2011/4/24(日) 午後 5:34 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37374737.html 

■今回この表を作成した主旨について、未だに政府

及び東京電力㈱、その他行政が半径２０ｋｍという、極

めて抽象的な区分によって避難区域や警戒区域の設

定、２０ｋｍ圏外の計画避難区域等をしている事で、住

民の不安を余計に煽っているようにさえ感じます。また、

自分の住まいが２０ｋｍ圏内なのか否かが不明・微妙と

いう方もいらっしゃるかと思います。せっかく一時帰宅

する為に避難所から地元に戻られても検問で立ち入り

が出来ないという理不尽な事が起きうる可能性もあるか

と思い作成に踏み切りました。 

もちろん、１Ｆからの距離が分かったからと言ってどうす

る事も出来ないのは周知の事実です。ですが、『～南
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相馬市の一部』で片付かせていいものか？という思い

があったのは言うまででもありません。避難所生活を強

いられている方々で、「自分の家は何キロ地点にある

のだろうか？」と気になる方もいらっしゃるかと思います。

その方々へ少しでもお役に立てればと思います。 

■しかしながら今回の表を本来の趣旨では無く使用さ

れる事に対して危惧する事由もあります。先日のひた

ちなか市の件や、千葉県の小学校に転入した南相馬

市出身の親子に対し先生が「南相馬市出身について

隠すかどうか？」の確認をしたり、取引先の車両ナンバ

ーで判断する人間などがいる事です。 

もちろんごく少数の人だとは思います。ですが何も悪

いことをしていない福島県浜通りの住民を、これ以上

蔑ろにする様な事はしたくありませんし、絶対にあって

はいけないと思います。 

これはあくまで“避難所生活をしている方達の目安”に

するものであり、きちんとその趣旨を理解している方及

び団体へ公表したいと思っております。 

■下記のＵＲＬからゲストブック（Yahoo!ブログ内）に下

記の必要事項記載して頂ければ上記の表のページリ

ンク先をお教え致します。 ご面倒とは思いますが何

卒ご理解賜ります様宜しくお願い致します。 

●個人名及び団体名（ＮＰＯ法人等を含む） ※個人名は苗字の

み、団体名は正式名称で記載願います） 

○団体名の場合の代表者名 

●東日本大震災以前に住んでいた住所（番地までは不要です） 

●必要な主な事由 

●本人のブログ、またはTwiiterのＵＲＬ 

“●”は必須項目です。“○”は任意で構いません。 

・MYゲストブック先↓ 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/MYBLOG/gues

t.html 

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

I love I love I love I love 南相馬南相馬南相馬南相馬            

ありがとうありがとうありがとうありがとう 被災者になって学んだこと、考えたことなどを毎日か

いていきます。 大変だけどありがとうを忘れないでいよう。 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10870504315.html 

2011 年 04 月 23 日(土) 23 時 28 分 25 秒 

こんにちは、キャナです。 

今、原町にいます。 

やっぱり、ふるさとは違いますね＾＾ 

戻りたくなくなってしまいます…(^_^;) 

さて、 

今日は新地に行ってきました。 

仙台に電車で行くときに必ず見る駅だったのでとても

ショックでした。 

相馬ジャスコもみてきましたが、２階に行くことができな

いし、仕切りがあり奥までいけませんでした。 

思い出の場所が姿をなくしていきます。 

それから南相馬は４つの区域にわかれることになりまし

た。 

小高にいけません… 

２０km 圏内に入った人に罰金か拘束とかありえないと

思います。 

お金がないの、知ってますよね？ 

拘束はまだしも、罰金って…… 

ちょっと疑問に思ったのですが、そのお金はどちらに

まわるのでしょう？ 

まさかとは思いますが政府にいく、なんてことあるはず

ないですよね？ 

そろそろそれなりの運動がおきる気がします。 

風評被害もどんどんと酷くなる一方です。 

まさか、東京で 

「福島の人にゼッケンつけて欲しい」 

と言う、脳足りんがいるとは思いませんでした。 

貴殿方はこちらの恩恵、うけてましたよね？ 

そのお言葉、どこからでてくるのか知りたいものです。 

長野もひどい。 

まぁ、それは一部の者だとは思いますが… 

聞く話では、東京の方達は節電していると言うことで今

回の重さがわかったと思います。 

実は私は今回の問題をもう一度、日本をみつめなおせ

る機会だと思っています。 

自分達がどれだけ無駄なことをしているか。 

原子力の恐ろしさもわかったと思います。 

 

原発を恨む気持ちは大きくあります。 

でも、今回のことで物の大切さや、原発の恐ろしさなど

を改めて考えさせられたのも事実です。 

そういう意味では、プラスにはなると思います。 

それから、全国の皆さん。 

生意気な事を言いますが、被曝してたら街のなかを普

通は歩かないので大丈夫です。 

それに被曝ってうつりませんから。 

とても生意気にいいますと、ろくに知識も無いくせに変

なこと語ってんな!! 

…すみません 

でも間違った自分の中の知識に振り回されないでくだ
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さい。 

そして周りを振り回さないでください。 

私は南相馬市民と言うことに大きな誇りを持っていま

す。 

だから風評被害には負けません。 

もし言われたりしたなら、私だったら胸ぐら掴んで殴りま

す。(男女とも同じく) 

(……例えだと思ってください(-_-;)) 

それほどまで熱く故郷を思っているヤツがここにいるこ

とを忘れないでください。 

皆さんだってきっと同じなはず。 

だから福島=原発だからヤバい奴ら+うつるかも 

という勝手な方程式を作らないでください。 

私達が今、頼りにしているのは全国の皆さんです。 

上から目線のようですが、福島県の人を見かけたら挨

拶だけでもしてやってください。 

それだけでも私達の救いです。 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから４４４４月月月月２４２４２４２４日日日日        サイヤサイヤサイヤサイヤ社長社長社長社長ののののブログブログブログブログ    

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！  2011-04-24 19:48:19 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/311d51ae15a7eedae1eb

0cbb212d4742 

PM８：００今、仙台から帰ってきました。娘をアパートに

置いてきました。いよいよ、一人住まいが始まります。 

常磐線で通っていたのに、今回の災害で不通になり、

離れ離れで生活が始まります。妻と４匹の猫が家で留

守番？です。 

（hitoe）さんに言われたように心入れ替えて、娘のいな

い間は、猫達と仲良くしていこうと思います。 

母親のルル、子供のオスのミー、メスのクーとマアの４

匹です。みんな去勢済みです。ミーは一番でっかく、

私に唯一慣れています。クーとマアは警戒しています。

私が歩み寄っていこうと思ってます。 

仙台は、交通量は多いし、駐車場はいっぱいだし、

買い物の人もいっぱいだし、どこへ行っても混雑して

いました。 

今まで、休日に休んでいなくて、出かけるのはいつも、

平日だったので、空いているときのお出かけだったの

で、すごくストレスを感じました。仙台では小さな子供

達を多く見ていたら、孫の釉月を思い出しました。今は、

嫁のナオちゃんと実家に里帰りしています。もう一か月

になります、ナオちゃんがホームページで釉月を載せ

てくれているので、楽しんでいますが、今、いろんな事

を覚えて楽しい時期なのに、近くにいないのはさみし

いですが、これも、原発災害ですね。来年は青葉幼稚

園にお世話になる予定ですが、早く幼稚園も再開でき

るとよいのですが。 

 

そういえば、昨日の夜、くろねこヤマトの宅急便がこの

地区で再開するとの、連絡をうけました。まだ、詳細は

わかりませんが、良い事です。物流が動き始めるのは

うれしいですね。たぶん、佐川急便も続くでしょう。 

ただ、この町から企業が営業拠点を他に地域に移そう

としています。このままでは、この地域にいても、商売

にならないと、地元の企業も移しているようです。風評

被害、中途半端な地域、他の地域からは理解されない

ようです。その為に移らざる得ないとの事。残念です。 

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

不運不運不運不運なななな境遇境遇境遇境遇にあってもにあってもにあってもにあっても    ・・・・・・・・・・・・    信信信信じていますじていますじていますじています    

負負負負けてらんにぇけてらんにぇけてらんにぇけてらんにぇ    ！！！！    みんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺみんなでなんとかすっぺ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。  2011-04-22 20:09:34  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/bbc93d839bc

e4fc310db017f6ddb9280 

不運な境遇にあっても 

なにもしないで  ただ不遇な自分を嘆いてばかりいる

人は多いものです。 

ちっとも行動しようともせ

ずにぐちだけはいいま

す。 

 

・・・ これでは どうにもな

りません。 

たとえ むだになるかもしれない事柄でも 

よかれと思うところを実行してみなければ 

・ ・・ 出口は発見できないでしょうね。 

・  

どんなに硬い皮におおわれた種でも 

やがて芽はふく ・・・ と信じています。 

 

そよさんのコメントから 

 

避難所の庭の芽吹きを

加えます。 

 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    ダチョウ保護も無事に終わって一安心です。 


