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またまたまたまた抱卵個体抱卵個体抱卵個体抱卵個体！！！！        

えび父さんの日記 2011/05/04 21:15 

http://ebi.tou3.com/Entry/49/ 

また抱卵個体発見しました！ 

今日発見したのは、頂いた当初から抱卵していた子が

２度目の抱卵となりました。 

これで、孵化した子２匹分＋抱卵中２匹となりました＾＾ 

最初に孵化した稚えびは今日も１匹しか確認できませ

んが 

先日孵化した子達は常時１０匹近く確認できてるので、

先に孵った子もどこかに隠れてるのかな・・・ 

JES さんから秘密の支援物資が送られてくるとの事な

ので、それで稚えび生存UPに繋がるといいな＾＾ 

まるびえび彦さんに紹介された「埼玉やぶえび」さんの

商品もすご～く気になったりもしてます＾＾； 

今はお世辞にも余裕がある状態ではない（無職に近い

ｗ）ので、とりあえず様子を見てみる事にします。 

今日は、家族との最後の晩になるので、短いですが明

るい話題のみで終わります＾＾ 

 

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

原発原発原発原発        

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。 2011-05-04 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10880797744.html 

わたしたちは原発事故で多くの人命を奪われました 

住む家を奪われました 

仕事を失いました 

思い出多いふるさとを失いました 

たくさんの大切な友だちと離ればなれになりました 

しかしわたしは原発反対ではありません 

 

なぜか… 

 

何故か原発に対する憎しみは湧きません 

だって女川原発は震源地に近くても 

あんな事故は起こさなかった 

あれは原発が悪いのではなく 

東電の安全対策に問題があったためだと思っていま

す 

原発が危険だから禁止であれば 

飲酒運転や無謀運転などでの事故を起こす危険のあ

る車だって凶器です 

交通事故でいったいこれまで何人の人間が命を奪わ

れているのか… 

 

今回の事故を受けて電力会社はもっと安全面の強化

を図るべきだとは思うし 

将来的には想定外なんていう言葉で片付けるような事

故は起こして欲しくありません 

でももっと安全を確保できれば 

原発は有効な電力源だと思います 

 

うまく言えませんが 

だから原発自体に対する怒りはありません 

安全に、より安全にこれからの運用を期待しています 

 

ついでに言えば原発より腹が立つのは政府・マスコミ

です 

いくら東電が大株主であるスポンサーだからと言って 

東電に対する言及が少な過ぎます 

コメンテーターは自分の意見が言えないのなら 

東電原発に対するコメントなんてしなくていい 

お茶を濁すような会話を続けるTV番組は 

本当に見るに耐えません 

政治家しかり 

もっとしっかり今回の事故の責任追及をしないと 

これからも事故はなくならないでしょう 

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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しっかりしろ、日本 

根本に根差す腐った性根を叩き直せ 

 

仕事仕事仕事仕事とおとおとおとお金金金金                                                東北の関西人         2011-05-04    

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10881332508.html#main 

震災にあってから 土日祝日の感覚がありません 

GWも他人のブログで見て 

ああ、長期休暇なんだなあと思う程度です 

たぶんダンナの仕事がないせいです 

わたしもほとんどの仕事がなくなりました 

 

仕事仕事仕事 

お金お金お金 

 

本当に切実だけど嫌な悩みで気が滅入ります 

早く解消されたいです 

 

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

Good IlandGood IlandGood IlandGood Ilandとととと書書書書くくくく!!!!!!!!            

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 04 日(水) 18 時 22 分 34 秒  

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10881253283.html 

こんにちは、キャナです。 

MJCの練習行ってきました。 

来月にまたやるそうですが別れが悲しかったです。 

また練習出来ればいいな＾＾ 

 

私達が練習したのは青い鳥(ゴスペラーズ)と言う曲と

少々のまなざしの明るいほうへ(金子みすずさん)の曲

でした。 

久しぶりの練習でこみあげるものがありました。 

 

通り過ぎる季節のなか 

僕たちが語り合えるなら 

何気ないときの欠片さえ 

かけがえのない未来さ 

～ 

こんなに近く微笑むから 

いつか世界中の空 

旅をして大人になる 

もう一度 

巡り会えるまで 

(青い鳥より) 

 

今の私達にあっている歌詞だな、と思いました。 

今は離れて暮らしているけれどいろんな経験をしてい

ろんな出会いをしてまた巡り会う。 

練習の休憩時間の時にいろんなところから聞こえてき

たのは 

「やっぱり南相馬が一番だね」 

「やっぱ、他は慣れない。南相馬に戻りたい」 

離れてても思うことは同じ。 

福島はGood Ilandと書くそうです。 

良いことがある島。 

だからきっと良いこともあるんじゃないかな。 

    

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

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４４４４日朝日朝日朝日朝        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！  2011-05-04 05:42:16 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5ac4cd79071507

e2a34a96b3677424f3 

ゴールデンウィークも中間点です、朝５時半に２件の電

話をいただきました、サイヤの『おふかし』朝、出来て

いますか？何時ごろ出来てますか？（ 避難所に行く

のに持って行ってあげたいから、取っておいてくださ

い）と電話がありました。７時半頃にはできております。

今から、家内が作り始めます。ただ、数が多くは出来な

いので、午前中の早い時間には無くなってしまいます。 

できれば、前の日にご注文していただければ、ありが

たいです。 

 

サイヤの『おはぎ』も作っていきたいと思っております

が、なかなか手が回らないですが、連休明けに２人従

業員が帰ってきますので、そしたら作れるようになると

思います。 

 

今でも、毎日、気が付けば 大小地震がきています。

だんだん慣れっこになっています。もう、あんなに大き

な地震はこないだろうから、少々の揺れでは騒ぎませ

ん。大丈夫だと言い聞かせています。油断はいけませ

んが、地震だけはどうしようも無く、防ぐこともできず、た

だ身を任せるしかないのですが、自然には逆らえませ

んが、日本中どこにいても、同じですよね。 

 

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 4444 日日日日                         2011-05-04 19:01:38 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/82117c9bca9046
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69efc46775f98be27d 

今日は、萱浜地区に行って来ました。そこで、見つけま

した。 

 

  

萱浜地区がこんなにひどい状況だとは、想像以上の状

態でした。自然の力には、敵わないのかと言葉があり

ません。そして、掲示板を見つけて、泣けてきました。

多くの方が本当に亡くなった現実を目の当たりにして、

自分に何ができるのだろうかと考えてしまいました。 

 

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

やさしさやさしさやさしさやさしさ    

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。  2011-05-04 20:57:54  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/3e221

719f3a50d6d2aa0cae9219d4923 

 
Ｉ さんの表情が ・・・ すべてです。 

 

心待ちにしていた花見（弁当を食べる会）を前に 

持病が悪化 無念の入院 ・・・ 

 

そして ・・・ ２日に ようやく退院しました。 

ボランティアさんの思いやりで実現した 

一足おくれの花見です。 

 

「 わぁ いいどなぁ～ 

  花吹雪のおまけつきだわぁ～ 」 

 

３月１６日以来 

隣どうし 寝食をともにしてきた 

歩行が不自由な老友のまなざしは 

いたわりでいっぱいです。 
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明後日（６日）は お二人の別れの日です。 

Ｉ さんが 養護老人ホームに入ります。 

 

お二人とも 

・ ・・ なかなか会えなくなることを知っています。 

・  

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

    

新記録新記録新記録新記録！！！！        

南相馬市災害ボランティアセンターのブログ （原町区） 

2011-05-04 19:35:32 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10873897653.html 

 

本日の＜原町区＞活動報告です。 

 

 

参加人数401名（うち、

県内77名 県外324

名） 

1 日の活動者数新記

録達成です！ 

本当に沢山の方にお

越しいただき、ありが

と う ご ざ い ま す

m(__)m 

 

 

 

明日の原町区の天気予報は【晴れ】 

最高気温は 15℃になっていますので、少し肌寒いか

もしれません。 

 

活動にお越しになる際は、寒暖の差に対応できる服装

でお越し下さい。 

 

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

【【【【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】】】】     

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-05/uma.jsp 

写真で見る東日本大震災 

（相馬野馬追出場馬を警戒区域外に）  

 

 【2011年5月2日】 

 警戒区域で飼育されている相馬野馬追に出場する

馬を警戒区域外の馬事公苑に移動させました。 

 午前 10 時から始まった移動作業では、県相双家畜

保健衛生所職員が放射線スクリーニング検査をした 28

頭すべてが基準値を下回り、馬運車3台で馬事公苑の

厩舎に運び入れました。 

 今回の移動は、農林水産省に要望し、伝統的行事の

継続のため特例的に認められたものです。 

  

  

▲馬事公苑に到着した馬運車 ▲厩舎に移動する馬 

    

  
▲厩舎に入る馬   ▲厩舎内の様子 

 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    

    相馬野馬追と越後の山古志や小千谷東山の牛の角

突きは似ています。ともに千年くらいの歴史があるとさ

れ、国指定重要無形民俗文化財であり、災害が原因で

開催の危機に立たされました。 

 越後は臨時闘牛場を作って開催し、相馬野馬追もま

た開催を目指しています。 

ともに牛と馬を家族同様に暮らしているそうです。そ

れぞれの地域だけでなく日本の伝統そのものや心意

気を守っていただいているような気がします。 

 相馬野馬追が無事開催できることをお祈りいたしま

す。 


