南相馬ブログ新聞 平成 23 年 5 月 4 日(水)第 34 号

道路以外の場所はほとんど手付かずの状態で、自衛
隊員の方々が懸命に作業をしている姿を見て
家族との生活の為に南相馬市を離れていいのか？
南相馬市に残って原発の収束や地元の復興の力にな
るべきじゃないのか？
と、自問自答しながら帰宅しました。
他県からの仕事のお誘いもあり、そちらに行けば家族
と一緒に安心して暮らせる（夏場の計画停電地域に入
りますが）
地元に残れば原発の収束、地元の復興の力になれる
けど、家族とは離れて暮らさなければならない
どっちを選んでも自分の中にもやもやとした物が残りそ
うで、未だに決められないｗ
こんな時はえび水槽を眺めて、気分転換に限りますね
ｗｗｗｗｗ
嫁が撮影した海側の写真を少々・・・
高圧電線用の鉄塔が無残な
姿に・・・
ピンボケはお許しを・・・

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
内容は
内容は
個人の
個人の意見であり
意見であり公
であり公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
正式な
正式な指針は
指針は政府が出します、そち
政府
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
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稚えび・・・
えび・・・
えび父さんの日記 2011/05/03 12:41
http://ebi.tou3.com/Entry/48/

子供の頃遊んだ渋佐周辺

最初に孵化した稚えびの数が減ってるような・・・
ここ２～３日、確認できても２匹くらいしか居ないｗ
一昨日孵化したと思われる子達は１０匹以上確認でき
てるのに・・・
カルシウム不足による脱皮不全が原因なのか、水質悪
化が原因なのかさっぱりわからないｗ
水質を測定する物を、何一つ持ってないことが原因の
特定が出来ない最大の要因だったりしますｗ
原発の事は、下手な解説者には負けないと自負してお
りますが、えび飼育に関しては超初心者だと痛感
とりあえず、チャームにて液体関係を購入するか思案
中ですｗｗｗ

子供を良く遊ばせていた北
泉周辺
中央部に立体歩道橋があっ
たのですが、見事に途中か
ら消えています。
同じく北泉周辺
ロッジのような物や他の建物
もあったはずなのですが何
も無くなってます。

今日、子供たちを連れて、相馬市から南相馬市の海側
を見てきました。
子供たちを良く遊びに連れて行った場所を見に行くの
が目的だったんですが
悲惨としか言えない光景の連続で、何年掛ければ元に
戻るのだろうと改めて考えさせられました。
道路等は瓦礫や土砂などは可能な限り取り除かれ、車
両が通行できるようになってましたが
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居所
東北の関西人

1

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。 2011-05-03
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http://ameblo.jp/morimarion/entry-10879820433.html
そのツテを頼っていろいろ電話しまくってます

GW 終わったら一度現地に行って
以前の仕事先に仕事分けてもらえるか
聞きに行こうと思っています

大阪に来て一夜明け
自分の居場所作りをする
昨日の夜は居間で寝たのだけれど
やっぱり落ち着かないし
母親の趣味の作業場を片付けて
一角に布団を敷くスペースを空けた
これでちょっとは落ち着いて眠れる
ちなみにマルスも同じ部屋に
囲いを作っての同居生活
狭いから徐々にもうちょっと荷物整理して
せめて 6 畳ほどは確保したいなあ
（今は 4 畳半ほどのスペースしかない）

少なくともダンナの仕事が決まるまでは
土地勘のあるわたしががんばらなければと思っていま
す
ガチガチに仕事するの久しぶりだから
ちょっと不安はあるけれど
そんなこと言ってる場合じゃないですから
友だちは皆、温かく
「力になるよ」と言ってくれます
すごい嬉しい

被災者様

東北の関西人
2011-05-03
http://ameblo.jp/morimarion/entry-10880064963.html#main

連休中は動いても仕方がないので家で待機
近くの岩盤浴に行ってきました
2 時間たっぷり時間をかけて汗出してきました
毒素出して運動して食事制限して
元の、いや、目標の体重目指してがんばらなくちゃ
「震災太り」とか言ってられませんから

わたしも彼ら、彼女らの力になれるよう
いい仕事できるようにがんばらなければいけません
がんばるぞー！
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全国の
全国の温かさ
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

そういえば、
「妊婦様」や「不妊様」のように
「被災者様」という言葉が出来ているようです
被災者だから金を寄越せとか
被災者だから優遇しろとかいう人です
ならないように気をつけなくてはね

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 03 日(火) 22 時 58 分 48 秒

こんにちは、キャナです。
お久しぶりです。
部活は毎日忙しく、朝練もやってます(￣ω￣)
昼練もあるので「日本のウィーン」はやっぱりすごいな
あ、なんて思います。
今日、東京からきた友達がボランティアをしました。
ボランティアはたくさんの人が集まっていました。
数人に話をきいてみると
「多分、まだ人手が足りないのは南相馬だと思ったから
私にできることをしようと思い、きました」
「いてもたってもいられなくなってしまって…私でも力
になれるなら皆さんのお手伝いしたいと思ったんで
す」
と言う人がたくさんいました。

古民家無償貸与

東北の関西人
2011-05-03
http://ameblo.jp/morimarion/entry-10880105646.html#main

http://shien.kominka.net/
ここで古民家探したりしています
古民家（ボロ屋）で庭があってペット可が一番いい
でもなかなか条件にあった物件は見つかりません
関西圏難し～
やっぱり都会だからかなあ
引き続き、いろいろ調べ中です

日本人ってやっぱりすごいなぁ、と心から思いました。
ここにはこんなに素晴らしい方々がいる。
これって日本の誇りだと思います。

仕事

東北の関西人
2011-05-03
http://ameblo.jp/morimarion/entry-10880064963.html#main

京都で 17 年働いていたので
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でしたが、自衛隊が入って瓦礫の撤去をしていると聞
いたので、行ってみましたが、あまりの惨劇に前はどう
だったのかも分からないほどの状況でした。こんなとこ
ろまで、津波が来たのかとびっくりです。

震災でまだまだ大変だけど全国には風評被害を気に
せず、福島を見守ってくれている方々がたくさんいるこ
とを学びました。
全国の皆さん、ありがとうございます!!
#############################################

南相馬市から
南相馬市から５
から５月３日朝

サイヤ社長
サイヤ社長の
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！ 2011-05-03 05:51:09
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/29b972d45b1ad2284ba5
a0b9f134f58d

放射能の値の範囲が新聞に載っていました。かろうじ
て、わが町は真っ白で０～１の範囲でした。

（さくらさん）ご出産おめでとうございます。そうなんで
すね。離れている方にとっては、南相馬市はとても、危
険に思えるんですよね。私は出身が岐阜ですから、遠
くにいる親戚からは心配して電話を頂きましたが、皆さ
ん住んでいられるのか、大丈夫かと心配していただき
ましたが、なんとも仕方がないし、家がある以上ここに
居たいという気持ちの方が強いし、商売しているし、で
も生活している今となっては、見えないし、匂わないし、
訳が分からない、放射線が気にならないから不思議で
す。周りに同じような人が沢山いるからかもしれません
ね。
中には、山形の避難所から通って商売している方のお
られますが、そういう方は放射線が大変気になるようで
す。
人それぞれですが、通常よりは値が高いのは間違い
ありません。

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

女房も
女房も子どもも流
どもも流されて ・・・
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。 2011-05-03 04:28:59
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/25a18d9f7cfc
7cdf30ab3161a9562ad1

洗たく場から戻った妻が
小声で話してくれました。

私の姪も妊娠中で、今は、仙台にアパートを借りて避
難しています。妊婦さん、小さい子がいる家族の皆さ
んは値が低いといっても、心配して住んでいてストレス
を感じるのであれば良くないですよね。
なにより、体への影響がどうなのかわからないですから、
やっかいですね。
今は、安心、安全な、所に住むのが一番です。

洗たくする男性の不器用な手つきに
おもわず妻がお手伝いをしたら ・・・
その男性が
「 すみません。
女房も子どもも流されて ・・・ 」
・・・ しばらく ふたりの沈黙がつづきました。

南相馬市から
南相馬市から５
から５月３日

2011-05-03 18:35:19
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d911b076f5661f441cb9f
bb99c23cd66

コンクリートの
コンクリートの塊 ・・・ 生垣 2011-05-03 13:02:49

今日震災から初めて、渋佐地区に行ってみました。津
波の被害を受けて、大変な状況だということは、聞いて
知っていましたし、知り合いが沢山住んでいましたから、
気になってはいましたが、見に行く気にはなれません

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/4624fd230ca
6bd583a6d9244387165bc
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集しています。
福島県知事メ
ッセージ

我が家は生垣で ・・・ 他所の塀を写しました。
◇福島県「がん
ばろう ふくし
ま！」応援店募
集

旦 ：母なる大地から 日（太陽）が旦（のぼ）るさま。
亘 ： この地上に旦（のぼ）った太陽は
天と地（二）との間に日が入り
亘（わた）りはじめます。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
福島県 農産物安全流通課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町 2-16
電話：024-521-7371
FAX：024-521-7942
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
福島県では、全国の自治体・企業などと連携し福島県
産農林水産物や観光を PR する催しを各地で開催しま
す。

恒 ：心（りっしんべん）をもってくれば 恒（つね）となり
「いつも変わらない」ことになります。
さて
垣 ：土（つちへん）をもってくれば 垣（かきね）となり
その土に 植物がしっかりと根をはった垣根（生垣）とな
ります。
いま
事故を起こした原子炉も 建物も
ぶきみな 根のない 生命のない ・・・
コンクリートの塊（かたまり）です。

このゴールデンウィーク期間中も JR 東日本が 3 日～7
日まで上野駅・秋葉原駅・大宮駅で福島県などの農産
物販売を。
東急グループは 6 日～7 日まで福島県産農産物や加
工品を販売。
(3 日より先行販売)
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ふくしまの農林水産業
ふくしまの農林水産業を
農林水産業を応援してください
応援してください
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 (2011.05.02 04:30)
http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2857.html

風評被害一掃に向けた支援イベントが全国から寄せら
れています。

福島県産の農林水産物は東京電力原子力発電所事故
により摂取制限や出荷制限を余儀なくされているうえ
たいへん大きな風評被害を受けており生産者にとって
深刻な状況にあります。
福島県では、安全性が確認された本県産の農林水産
物を積極的にＰＲするとともに県民一丸となって復興に
取り組む「がんばろう ふくしま！」を展開し取組みに協
力いただく販売店、飲食店、流通関係者の皆さんを募
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編集より
編集より 申し訳ありませんが連休中は新聞発行は記
事と編集の都合で飛び飛びになっています。
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