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

名古屋名古屋名古屋名古屋 3333日目日目日目日目        

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。 2011-05-01 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10877709343.html#main 

名古屋入りして 3日目です 

ゆっくりさせてもらっています 

 

昨日は日泰寺の沿道を歩いてきました 

気取りのない吉祥寺という感じで 

雑貨屋やカフェが並ぶいい通りでした 

名古屋に住みたいなあと思わず思ってしまいました 

今日は栄に行ってきます 

初めての栄、「ZARA」とか見てみたいです 

 

そして明日の早朝に大阪に向かう予定です 

住む場所は友だちが探してくれていて 

京都とか滋賀とかが有力です 

それではひとときの安らぎを求めに… 

行ってきま～す(^O^)/ 

 

前前前前へへへへ                                                                東北の関西人         2011-05-02    

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10879240695.html#main 

名古屋の叔母の家に 3泊して 

今日の午後、大阪の実家に着きました 

道中、名神で直接帰らず 

三重、和歌山を通り 12時間かけて帰ったのは 

その 2県も移住候補地に入っているからです 

なるべくなら関西に住みたい 

今はそう考えています 

わたしの仕事が探しやすいのもあるし 

実家が近いので土地勘があることも理由の１つ 

ただ、ダンナの仕事探しと犬の住める家となると 

なかなか条件が厳しく 

すぐに家を決めることは出来なさそうなので 

とりあえずは実家に厄介になろうと思っています 

 

この先どうなるかはわかりませんが 

あまり遊んでもいられないので 

早く仕事を再開しなくては 

前に進まなくてはいけません 

南相馬市に帰っている人もいるけれど 

私たちは出るという選択をしたのだから 

ここで立ち止まっているわけにはいかないのです 

住む家を探す 

仕事を探す 

 

前へ 前へ 前へ 

 

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

まとめまとめまとめまとめ的的的的なものなものなものなもの            

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。 

2011 年 05 月 01 日(日) 13 時 15 分 46 秒 

こんにちは、キャナですm(__)m 

合唱はやっぱり楽しいです(o・v・o) 

でも何時間か立ちっぱなしだったので最後の一時間ぐ

らいは本当に辛かったですが(-_-; 

 

さて、今日は原町の現状を書いていきたいと思いま

す。 

原町は本当に、普通の生活に近い生活をしている人

が多いです。 

私は時々帰ったりするのですが原町にいると震災を忘

れてしまうほど普通です。 

犬の散歩している人もいますし、マスクしてないひとが

多いし… 

マスクをしていない人が逆に多いくらいです。 

そんな光景をめにすると原町にいたくなる、と言うのが

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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本音なのですが(^_^;)   でも危ないですよね。 

せめて小さい子供にはマスクをしてほしい…なんて思

ったりしてます。 

…とは言っても私も人のこと言えないのですが。 

私は原町ではマスクをしてません。 

マスクをしていると原町が危険だ、と思われるからで

す。 

だからマスクをしないひとの気持ちはわかります＾＾ 

だからちょっと誇りです。 

    

宣伝的宣伝的宣伝的宣伝的なものなものなものなもの            

ありがとうありがとうありがとうありがとう 2011 年 05 月 01 日(日) 19 時 14 分 42 秒 

5月4日にMJCアンサンブルの練習があります(^O^) 

震災以来はじめての練習なのでドキドキです 

ちなみに先生には福島のテレビがつき、私のお友だち

には仙台のテレビ局が密着します 

他にもいろんな人がきてくれたら嬉しいです(^_-) 

 

そしてMJCの歌声で全国のみなさんに感謝の気持ち

を表したいですm(__)m 

 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから５５５５月月月月１１１１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！  2011-05-01 18:40:40 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f848ea7165c1bf9556bec

ad5a9ab952e 

お休みをいただきました。一週間前に仙台のアパート

に娘を置いてきました。今週帰って来るのかと思いき

や、３日から研修があると言って、帰って来ないと。帰

ってくるにも、電車が動いていませんから、迎えに来て

もらうのを遠慮しているもかもしれませんが、と言うわけ

で、また仙台に行ってきました。仙台駅で待ち合わせ

しましたが、先週と比べて駅前、アーケード街、若干人

の出が少ないような気がしました。でも郊外にでて、大

渋滞でした。よく考えれば先週は仙台駅前周辺の店が

再開して、今週は郊外のお店が再開したもようで、そ

れで、今週は郊外の道路が渋滞した模様です。特に、

イオンの名取エアリが混んでいた模様。いままで日曜、

祭日に行ったことがないので、比較できませんが、ちょ

っとうんざりする状況でした。 

 

政府の学者さんが辞職しましたが、何を基準に考えた

らよいのでしょうか。今になって、自分の主張が通らな

かったと言って、不安をあおるような記者会見をするこ

とが、責任ある立場にいた人のすることでしょうか。本

当に危険というなら、その根拠をきちんと示さなければ、

私たち放射線を毎日気にしながら生活している者に、

失礼な話ですよね。政府は大丈夫、一学者さんはダメ、

他にもいろいろな意見があります、結局が自分が判断

するしかないわけで、そうか、だからわが町は『緊急時

避難準備区域』なのですね。政府や学者さんの言うこ

とをよく聞いて、でも誰が正しいかわかりませんが、自

分で判断するしかありませんね。 

 

放射能、精密機械をダメにするのですか？福島から移

設しようと機具を他県に持ち出して、使おうとしたが、そ

れに放射能が付いていると、他の機械、機具を故障さ

せる恐れがあると言われて、箱から出せないそうです。

本当にそうなんですか？誰か知ってたら、教えてくださ

い。 

そういえば、計画避難地区の飯館、引っ越ししたくても、

引っ越し業者が入って来ないと言っていましたが、どう

なったのでしょうか。 

 

飯館のアグリ珈琲さん、移転先が決まったようですが、

再開が楽しみです。でも、珈琲無くなったので、今回

はバッハさんから頂きました。アグリさん頑張って再開

してください。 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから５５５５月月月月２２２２日日日日                 2011-05-02 18:40:51 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d0d563cb796d166809b5f

254576af7ea 

放射能、人によって、受け止め方が違うものです。多く

のお客さんが来店されますが、いろんな人がおられま

す。 

避難所に居たくなく、自宅に帰ってきたは良いが、放

射能が気になってストレスを感じていると言う人や、もう

年だから他に行くよりここにいた方が良いと言う人や、

避難所と自宅を行ったり来たりしている人や、家族は避

難していて、お父さんだけ自宅にいて仕事に行ってい

る人や、今から、引っ越しする人や、帰って来た人、さ

まざまですが、やっぱり放射線は皆さん気にはなりま

すよね。今日の南相馬市の値は 0.51です。 

 

いつもの年なら、この連休で田植えをする農家が多い

はずですが、そんな光景もないので、季節感がまった

くありません。見事に耕していない田んぼばかりです、
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地物野菜も出てきませんから、何が旬だったかもわか

らなくなっています。情けない話ですけど、いままで、

農家の方たちの野菜の出荷で季節を知っていたという

ことを改めて感じています。 

米作り、野菜作りが出来ない農家の方たちの気持ちを

考えるとつらいですね。 

でも、ある農家の方は、ハウス栽培で出荷制限を受け

ていない野菜を作ってみると話していましたが、有難

いことです。 

 

そろそろ、家の仏壇を直さなくては、地震以来少々歪

んでいたり、仏具が取れていたり、斜めになっていたり、

そのうちにと、毎日仏様にお勤めしながら思っておりま

すが、後あとになっております。 

ご先祖さまには申し訳ありませんが、もう少しお待ちく

ださい。 

お墓詣りには行って来ましたが、おかげさまで、家の

お墓は健全でした。周りのお墓では倒れているのや、

ずれているのが多くありました。 

 

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

やわらかいやわらかいやわらかいやわらかい時間時間時間時間    

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。  2011-05-01 09:36:30  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/d/20110501 

 
昨日（３０日）の午後 

長男とその息子（高校生）が 

遠くから避難所を訪ねてくれました。 

私たちふたりを連れ出してくれるためです。 

 

約１時間ぐらいのところです。 

 

夕食の膳を前に 

長男がカメラを三脚に据え 

おどけたようにいいます ・・・ 

「 証拠写真 証拠写真 ！ 

おじいちゃん おばあちゃんが 忘れたといわないた

めにね」 

（ふたりのボケの心配までしてるのかな） 

そんな父親の様子をニコニコしてみていた無口な孫が 

・・・ そっと私の脇に座ります。 

 

パチリ ・・・ 。 

ゆっくりとした食事です。 

息子の口からは 

ひとことの力んだ言葉も 激しい言葉もありません。 

・・・ 久しぶりのやわらかい時間が過ぎていきます。 

 

「お父さん お母さんなら大丈夫 ・・・心配してないよ。 

 すきなようにやって ・・・ ふたりらしくね。 

 だけど 身体だけは気をつけて欲しいな。 

なにかあったら 僕たち（三人息子）がついてるから・・・ね」 

 

遠くにいる 二度訪ねてくれた三男と 

一度訪ねてくれた次男の手元に 

先ほどの写真は・・・きっと もう届いていると思います。 

 

子子子子どものどものどものどもの日日日日          2011-05-02 16:22:37     

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/cb3b41b3cdd

b20074f305f4e441b55de 

避難所にも 子どもの日

がやってきます。 

端午の節句の主人公は 

なんといっても 

空に悠然となびく ・・・ 

「鯉のぼり」でしょうね。 

 

 

 

 

 

 

龍門（黄河の中

流の急流）では

下流から いろ

いろな魚が群れ

をなしてさかの

ぼってくるが 

鯉だけが滝を登

りきって 龍にな
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るという故事より 

栄達の糸口となる関門を「登龍門」といい 

「鯉の滝登り」として 

鯉は立身出世のシンボルとされた ・・・ とか。 

  
ちびっ子ボランティアさん 大かつやくです ！ 

 

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

東京電力仮払補償金東京電力仮払補償金東京電力仮払補償金東京電力仮払補償金        

相双ゆたどさ  ゆったりが、どっさり。～ふくしま相双～ 

ゆっ太郎 (2011.05.01 11:22) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2854.html 

東京電力の原子力発電所災害における 

仮払補償金の申請受付が、はじまりました。 

各避難所や、原子力発電所から 30km 圏内、計画避

難区域とされた市町村で「社長や、会長がなぜ来な

い」との声の中 東京電力副社長が訪れ東京電力から

の謝罪と説明と称される会が持たれました。 

 

その仮払補償金の申請書に添付された 

『仮払補償金お支払のご案内』です。 

ぺら 1 枚の用紙に印刷され

た内閣総理大臣より原子力

災害対策特別措置法第 15

条第3項の規定に基づく「避

難」または「屋内退避」が指

示された地域等にお住まい

の方につきましては世帯単

位で避難等にかかわる補償

金の一部を「仮払補償金」と

してお支払させていただき

たいと存じます。 

“言われたところにだけ、言われたから出します。”との

文意です。 

 

また、当初は各市町村を申請窓口に、との案も東京電

力からあったと聞きます。 

市町村の職員の皆さんは、避難されている方々、残っ

た方々の対応に休日どころか、昼夜の別なく働かれて

いることも御存じないのでしょうか。 

東北に春を告げる町として、みかん栽培の北限の、広

野町。 

全国有数の鮭の水揚げ漁獲の、楢葉町。 

春の桜のトンネル・駅いっぱいに咲き誇るツツジと冬の

赤目ふぐ、富岡町。 

川内村は、草野心平に代表される文化と、モリアオガ

エル、サラサドウダンなど自然豊かな、川内村。 

梨・キウイなどフルーツ王国ふくしまを大きく担う、大熊

町。 

全国の海水浴場から県内で唯一、百選に選ばれた、

双葉町。 

阿武隈の山の湧水による農産加工品と伝統文化の、葛

尾村。 

相馬藩侯所縁の文化と、東北をリードする活気の、浪

江町。 

記紀以前から紡ぐ文化の、南相馬市。 

国産最高級牛肉のひとつ飯舘牛や、村の風物詩とな

ったたくさんの農産加工品の、飯舘村。 

開府 400年を迎えた、豊かな海産物と景観の松川浦と、

東北に夏を告げる祭の相馬市。 

農産品ブランドと、多種にわたる活魚を出荷する、新地

町。 

 

ひとことで言いあらわしただけでも相双12市町村は 

これだけのものを失いました。 

 

相双はもちろん、県内最大都市のいわき市をはじめ 

県全体へ及んだ被害は甚大です。 

 

一企業の”想定の範囲内”でしか 

復興への一歩を語ることは出来ないのですか 

 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    昨日5月2日、とある団体の依頼で岩手県の

海岸部の被災地に行ってきました。新潟県長岡市から

ですと関越道→北陸道→磐越道→東北道を通って行

きます。会津から郡山へと分水嶺を越え太平洋側に出

ると日本海側と少し雰囲気が違います。たまたま天気

が良かったせいなのかもですが春のやわらかな日差

しが野山にあふれてのどかな田園風景が続いていまし

た。福島県から宮城県・岩手県、ずっと豊かな景色を見

ながら移動。東北は良いところでした。 


