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原発原発原発原発のののの事事事事    興味興味興味興味ないないないない方方方方ははははスルースルースルースルーしてしてしてして下下下下さいさいさいさい。。。。    

えび父さんの日記 2011/04/29 23:11 

http://ebi.tou3.com/Entry/46/ 

今日は自分の原発に対する考えを書きたいと思いま

す。 

初めにお断りしておきますが、自分は原発擁護派でも

否定派でもありません。 

 

今、福島第一原子力発電所は危険な状態になってい

るのは間違いありません。 

しかし、それを食い止めよう、被害の拡大をこれ以上大

きくしないようにと日夜収束へと向けた作業を行ってい

ます。 

必ず収束する日が来ると信じ、現場で戦っている人達

を応援し、励ましてあげて欲しいです。 

 

日本国民の中には原発は危険だから無くした方が良

いという方も大勢居ます。 

確かに危険な物ではありますが、今の日本という国を

考えた時に原子力発電に変わるクリーンで高効率なエ

ネルギー源が無い事も事実です。 

今朝の NHK ニュースを見た方がおられるかわかりま

せんが、その中に自分が取材を受け出演しておりま

す。 

その中でも言いましたが、福島第一、第二原子力発電

所は、関東の為に電気を作り送り続けてきた建物で

す。 

地元の為には一切使用されない電気を作る為に建設

され、その原発の為に地元の人達は避難を余儀なくさ

れ、震災や津波で被害に遭われた方と違う形で被災者

となっております。 

おまけに、原発の事故による風評被害の拡大によって、

本来ならなんら被害の無かったはずであろうという人ま

で生活の基盤が壊され、被災者と同じ思いをしている

人もたくさん居ます。 

その中で、関東圏にお住まいの方の「原発なんか要ら

ない」「原発の近くから来た奴は危険だから近づくな」

「福島産の野菜は汚染してるから食べたくない」等の声

を聞くと、本当に悲しくなってしまいます。 

関東の安定的な電力供給の為に建設されたのが福島

第一、第二原子力発電所であり、極端な話関東の為に

福島は犠牲になってると言えると思います。 

関東の為に、なんで自分達が犠牲にならなければい

けないんだと思っている地元民もたくさん居ます。 

でも、原発のおかげで雇用が生まれ、地元に色々な設

備が出来、生活が豊かになったと考える人も居ます。 

自分も原発のおかげで生活ができ、仕事における技

術や知識の向上に繋がってきました。 

今、福島を初め、日本各地にある原発立地地域は、原

発反対の立場を取るところが増えてきてますが今の日

本には原子力発電所は無くてはならない物、必要悪と

言えるかもしれません 

関東含め、日本全国の安定的電力供給の為に無くて

はならない物となっている事をわかって欲しいです。 

原発による地元への恩恵もたくさんあります。 

でも、それと同等以上に関東の人達は、安心して電気

が使えるという生活に無くてはならない物としての恩恵

をずっと受けていたんですよ。 

最近まであった計画停電にしても、原発が動いてれば

起こりえない事であり、原発が今回の事故で機能しなく

なった為に起こってしまった事なんです。 

これまでにも記事にしてきましたが、夏になればもっと

深刻な事態になる事が予測されます。 

その時、関東の人達は文句を言わずに我慢できるの

でしょうか？きっと文句を言う人が続出するでしょう。 

電気が使えないと文句を言うのに、その電気を作る原

発は要らないって言ったら、矛盾してませんか？ 

代替として火力発電所や太陽光発電、風力発電を作
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れば良いという意見も出てくると思いますがイニシャル

コストやランニングコストを考えると、今の段階では電気

料金の値上げに繋がってしまうと思います。 

そうなったら、きっと「電気料金の値上げ反対」と言い出

す人が少なからず出てくるものと思います。 

電気が自由に使えないのは嫌、原発は危険だから要

らない、電気料金の値上げも嫌 

これって、凄くわがままな事ではないでしょうか？ 

こんな事言うのは極一部かもしれませんが、その極一

部の意見をマスコミが取り上げたらどうなるんでしょう

か？ 

前に、日本テレビの NEWS ＺＥＲＯの製作スタッフに

言った言葉ですが「マスコミは凶器になる事を忘れる

な！」と言った事があります。 

今回の原発事故による風評被害や福島県民への差別

は、マスコミの影響によるところが多大に在ると思って

います。 

曖昧な判断しか出来ない国の発表をなんの補足もなし

にただ垂れ流したら誰だって不安になり、原発＝悪と

しか思わなくなりますよ。 

挙句に、事故当初の報道で最悪原発は爆発すると報

道されたら、もっと国民は恐怖を感じますよね。 

自分は事故当初から炉心溶解の可能性はあるけど、爆

発はしないと言い続けて来ました。 

核爆発と炉心溶解（メルトダウン）は同じようで別物なん

です。 

そんな事も知らない解説者が偉そうな顔して「最悪の

場合は爆発します」なんて言うんですから、一概に関

東の人を責める事は出来ないのかもしれません。 

 

話がずれてしまいました。 

自分の一個人としての考えですが、原発は今の日本

には必要悪として必要な物だと思います。 

資源の乏しい日本において原発に変わるクリーンで高

効率なエネルギー源が無いのがその理由です。 

極端な話、日本中の人が昭和初期の生活に戻っても

いいと言うなら、原発を全て止めてもいいでしょう。 

でも、もしそうなったら、雇用も減り失業者の増大、税収

の減少、挙句は国家の破綻に繋がるのではないでしょ

うか。 

今現在、新潟にある柏崎刈羽原発は４基運転していま

す。 

もしこの４基を止めると、約４９０万キロワットの電力が失

われる事になります。 

今夏予測されている最大電力需要は６３００万キロワット 

それに対し現時点で供給できると思われている供給量

は４５００万キロワット位ではなかったかと思いますが 

もし、新潟の原発も全部止めたら供給量は必要な電力

量の３分の２しかなくなってしまうんです。 

関東の３分の１のエリアで電気の供給をストップしない

と、関東大停電が現実の物になる恐れがあります。 

それを防ぐには、運転できる原発の早期運転開始、関

東に住んでいらっしゃる方々の更なる節電に掛かって

います。 

安易に原発反対を訴えないで下さい。原発を必要悪と

して認めなければいけない現実を知って下さい。 

原発によって被害を被っても、原発によって生かされ

てる人達もたくさん居るんです。 

その事もわかって頂ければと思います。 

以上、支離滅裂、乱文になりましたが、最後まで読んで

頂きありがとうございました。    

    

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

犬丸洗犬丸洗犬丸洗犬丸洗いいいい        

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。 2011-04-29 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10875820478.html 

 

出発前日、マ

ルスも丸洗い 

マルスのシャ

ンプーはハー

ブ配合なので

洗うとホンワリ、

ハーブのいい

香りがします 

 

私たちも風呂に入り 

着替えてこっちで着ていたモノは全部洗いました 

準備万端 

夕方の6時に寝て深夜1時名古屋に向けて出発しまし

た 

 

名古屋着12時 

約11時間の長旅でした 

疲れたー 

今日は名古屋で一泊します 
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おまけ画像 

SA のトイレの注

意書き 

そんなヤツはお

らんやろ… 

い や 、 い る の

か？ 

 

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

我我我我がががが家家家家のののの仔猫仔猫仔猫仔猫ちゃんちゃんちゃんちゃん達達達達(^((̂^(^∀∀∀∀^)^)̂)^)ノノノノ        

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≦)  2011/4/29(金) 午後 2:03 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37399650.html 

 

以前、オイラの

母と一緒に避難

してきた雌猫（通

称：ミミ）が、４月

初旬に仔猫を生

んだ話をここで

しました。 

なかなか写真を

撮らせてくれな

い仔猫ちゃん達

でしたが、やっ

との思いで写真

撮影に成功 

全部で三匹産

みましたが一匹

はどういう訳か、“真っ黒"の猫ちゃん 

（………多分、父親が違うんだろうねぇ） 

今、飼い主であるウチの母は姉の所に行っているので、

オイラと猫総勢５匹で生活をしております 

誰か飼ってくれる人を現在探しています（母曰く、飼う

には５匹は多いらしい） 

    

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

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２９２９２９２９昼昼昼昼        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！  2011-04-29 12:30:56 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/4dbb1436af9fb9

41e453308749adddcd 

原町三小付近が渋滞がそうです。当店に配送に来た、

笹島お菓子卸の運転手さん言っていました。たぶん、

昨日区長さんが、持って生きた、支援物資の配布の手

続きで混雑しているのだと思います。南相馬市では、

これまで全国から頂いた支援物資を定期的に被災者

の方に配布していましたが、あまりにも支援物資が沢

山あるので、また市内のお店も多く開いてきて、支援物

資に頼らなくても良くなりつつあるので、貰いに来る人

が減ってきたのだと思います。だから、今回支援物資

を希望する市民の皆様に

配布することなったようで

す。配布方法が二通りあり、

地区によって、整理券方

式と行政区方式があり、整

理券方式では今日から５

月２日まで原町三小で１０

時から１５時まで整理券を

配るということなので、今

日三小付近の道路が混雑、

渋滞している模様です。 

 

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２９２９２９２９          2011-04-29 18:15:42 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/56e155ceb5ee0b

c95ac42024aeb0d30e 

南相馬市の人口は約 70000人です。その内警戒区域

の小高区は 12000人ほど、鹿島区は 11000人、原町

区は 47000人、です。世帯数は全部で約 23000世帯

です。その世帯に東電から仮払補償金が支払われよう

としています。総額２００億ぐらいですかね、ある人が、

そのお金が落ちるから、銀行や大型店、パチンコ店な

ど相次いで再開しているんだろう 

と言っていましたが、なるほどそうなのかと思ってしま

いました。車屋さんにも中古車が並び始めたのもそうな

のかな。  

テレビに原町高校の野球部のピッチャーの山田君が

出ていました。猪苗代高校で練習をしていました。他

の部員はどうしているのでしょうか。早く、皆一緒に練

習し試合できるといいですね。 

 

オフクロが昨日からダウンしています。この一連の生活、

（地震、原発、避難、再開） と目まぐるしい日々だった

ので疲れたのでしょう。毎日家から歩いて２ｋほどかな、

店まで通って来て、野菜の袋づめなどをしていますが、

８０歳、しかも目が悪いにもかかわらず一生懸命に働い

てくれています。大事な店の戦力なので、心配ですが、
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年も年なので無理はさせられません、こんな時になに

かあったら大変です、この町には今、救急医療の受け

入れ先がありません。救急車が来ても、搬入先がなか

なか決まらないとの事。国は国民の生命と財産を守る

はずですが、今の南相馬市は国が法律を違反してい

る状態ですよね。国のやること、すべてが後手後手で

すね。 

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

わたしのわたしのわたしのわたしのゴールデンゴールデンゴールデンゴールデンウイークウイークウイークウイーク    

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。  2011-04-29 18:49:21  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/85057

f020cee670c0fcbd32cce15b6ba 

 

昨日も 今日も 

・・・ 避難所は いろいろなことがありました。 

 

ゴールデンウイークは 

・・・ ゆっくり過ごそうと思います。 

 

坂村真民さんの『 一遍上人語録 捨て果てて 』の中

から 

詩 「 二度とない人生だから 」の一部を抜粋させて

頂きます。 

・・・ 

二度とない人生だから 

一匹のこおろぎでも 

ふみころさないように 

こころしてゆこう 

どんなにかよろこぶことだろう 

・・・ 

二度とない人生だから 

まず一番身近な者たちに 

できるだけのことをしよう 

貧しいけれど 

こころ豊かに接してゆこう 

二度とない人生だから 

つゆくさのつゆにも 

めぐりあいのふしぎを思い 

足をとどめて見つめてゆこう 

・・・ 

なぜか ・・・ 旧い本をひも解きたくなる心境です。 

 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    全国で福島県のラジオが聴けるようになり

ました。ラジオ関係の方々の努力により被災地のラジ

オがインターネット経由でクリアな音で全国で聞けるよ

うになったのです。 

聞くためにはパソコン等の機器が必要です。普通の

ラジオでは聞くことが出来ません。（AM 放送は周波数を

合わせればなんとか聞けないこともないかと思いますが） 

災害時・復興期を通じてラジオの情報はとても便利

です。テレビや新聞よりも細かに情報を扱えて、何かを

しながら情報を得られるのが特徴でしょうか（映像・画像

はありませんが）。今現在聞ける放送局は以下です。 

●Radico.jp復興支援プロジェクト  

http://fukkou.radiko.jp/ （4月28日より開始） 

rfc ラジオ福島（AM 福島全県） 

ふくしま FM（FM 福島全県） 

●サイマルラジオ http://www.simulradio.jp/ 

FM いわき（いわき市） 

月-木 6:55-13:00/ 16:00-20:00/ 23:00-24:00 

金 6:55-13:00/ 16:00-21:00/ 23:00-25:00 

土 8:30-12:00/ 16:00-22:00 

日 8:30-12:00/ 18:00-20:00 

エフエム モットコム（本宮市） 

月-金 7:00-15:00/ 17:00-22:00/ 23:00-25:00 

土 10:00-11:00/ 16:00-23:30 

日 9:00-11:00/ 15:30-25:00 

エフエム会津(会津若松市) 

月 - 水 , 金  5:30-6:30/ 7:30-9:00/ 12:00-14:00/ 

15:30-19:00/ 23:00-24:00  

木 5:30-6:30/ 7:30-9:00/ 12:00-14:00/ 15:30-19:30/ 

23:00-24:00 

土 7:30-13:00/17:00-19:00/23:15-24:00 

日 8:30-13:00/17:00-19:00 

※当NPO では、新潟県長岡市の北部と南部の体育館

のお茶コーナーにラジオ受信局（専用 PC）を設置しま

した。ぜひお聴きください。他の地域の方はパソコンを

使える人にこの新聞を見せて相談してみてください。 


