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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＾＾ 

 

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

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５５５５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！  2011-05-05 05:30:01 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/1f28de3b0e5536

d855c352f78ba820ac 

朝、起きてすぐに５時のNHKのニュースを見ています

が、それも、原発の情報が気になるからですが、何とか

今日も大丈夫そうかな？と確認して一日が始まります。

でも、計画、計画、ばかりで実行がまだなかなかできま

せん。 

現状の原発は大丈夫なのでしょうか。あまり、テレビで

も言わないけれどそれは良い事なのでしょうか。 

 

東電の社長が福島に来て謝っておられますが、謝るこ

とよりまずは原発の終息がなければ、この地の復興が

始まりません。日がたつことに多くの人々の感情、苛立

ち、焦り、怒り、諦め、そんな感情ぶつかり合うのが、怖

いです。 

 

みんなが、復興、復活、に向けて一つになって立ち上

がる、走り出す、そうしなければ、バラバラになってしま

って、取り返しがつかなくなるまえに。と言うのも今の現

状では若い人はいない、仕事はない、陸の孤島になり

つつある南相馬市の町づくりを今後どうしていくのか、

今から考えておかなくては、発信しておかなくては、原

発過疎地域に、年配者の年金で生活するだけの町に

なってしまいそうです。 

 

放射能の他に町の将来も心配しなくては。何かよい知

恵を教えてください。 

 

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５５５５日日日日                         2011-05-05 19:28:31 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/aa49bc4f1f0edc

53466c338348c6b523 

今、午後７時半、柏餅食べないのと家内に言われて、

今日がこどもの日だということを、思い出しました。 

避難所から帰ってくる人達が言うのは、周りの人たちに

良くしてもらえるし、食べ物もあるし、住むところもいい

けれど、毎日何もしないのが辛いと、やっぱり人間は働

かなくちゃいけないようにできているんですよね、体を

動かしていなければだめなんですよね。 

 

南相馬市が今、何もできない地区になっています、４

つの区域に分けられていて、原発の事情で行政も民

間も動けないでいます。思考停止状態、何をしたくても、

原発、放射能がすべてを妨げています。 

それでも、何かしなければ、考えなければ、たぶんこ

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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の地に残っている多くの人が思っていることと思いま

す。 

仕事が無ければ、この地から人が離れていきます。当

たり前の事ですが、収入がなければ生活ができませ

ん。 

企業がこの地から出ていけば、ますます仕事の場がな

くなります。日々、取り返しのつかない状況になりつつ

あります。 本来なら行政が、商工会議所がこの町の将

来像を再建案を示してほしいものです。そうしないと、

陸の孤島、誰も寄り付かない町になってしまいそうで、

心配です。 

 

たとえば、萱浜地区に原発に代わる大規模発電所（ガ

ス、石油、風力、ソーラーなどの発電施設の複合化）を

建設して、雇用を生み出して、またその電力を東京に

売って、そのお金を復興資金、損害金支払い等に充て

るというような、そして、この町で操業する工場、企業に

は電気料をタダにして誘致するとかの大胆な発想が必

要だと思います。 

今日、相馬市の知人に知恵を貸していただきましたの

で、まずは、来週にわが町の駅ひがし商店会のメンバ

ー集まってもらって、話し合いをしていこうと思っていま

す。相馬市からの帰り、偶然商店会のメンバーに出会

ったのですが、まさに同じ考えで一致しました。まずは、

身近な仲間達から初めて行こうと、考えていこうと思い

ます。 

 

遠くに住む方たちの南相馬市の復興案もお聞きしたい

ものです。 

 

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

男男男男のののの子子子子らしくらしくらしくらしく    ・・・・・・・・・・・・    菖蒲菖蒲菖蒲菖蒲はははは尚武尚武尚武尚武    

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。  2011-05-05 09:20:42  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/ff680

f5e1fab7a2af88e54123776bb3e 

 

子供のころ 小学校の時代から 

われわれは 

劣等感を感じながら育つことが大事だ 

・・・ と思います。 

 

優越感ばかりで育った子供は駄目だ 

・・・ と思います。 

 

劣等感を感じながら 

なんとか立ち上がろうとする。 

 

踏みつけられても 

なお立ち上がろうとする。 

 

子供のころからも 

そういうことを教える必要があります。 

 

そのほうが 

男らしく育つ 

・・・ と思います。 

 

こう考えてくると 

入学試験に落ちるぐらい 

・・・ まったく なんでもありません。 

 

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

<<<<原町区原町区原町区原町区>>>>今日今日今日今日のののの活動報告活動報告活動報告活動報告！！！！地元運営地元運営地元運営地元運営スタッフスタッフスタッフスタッフ募集募集募集募集！！！！        

南相馬市災害ボランティアセンターのブログ （原町区） 

2011-05-05 17:20:24 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10882283550.

html 

本日も、沢山の方

に活動していただ

きました！！ 

ありがとうございま

したm(__)m 

本当に、感謝感謝

です！！ 

 

今日の活動者数 

279名（県内69名、

県外 210 名）でし

た！ 
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雨が降ることもなく、今日一日怪我もなく、安全に活動

していただけました！ 

 

（マッチングの様子です！） 

 

 

（泥出し活動の様子） 

 

さて、今日は NHK の方がニュースの報道の為、取材

に来てましたので、逆に撮っちゃいました★ 

 

ニュース見た方いらっしゃいますか？ 

 

そして、 

今日東京からお越しいた

だいていたボランティアの

方から、素敵な届け物が。 

 

東京都の築地にある「波

除稲荷神社」のお札。 

 

 

 

スタッフ一同、「おぉ～～！」と歓声をあげました。 

大事に祀らせていただきますｍ（＿）ｍ 

 

さあ！今日で連休も終わりました！ 

明日からは、一気にボランティアさんが減るんじゃ… 

と心配しています。 

 

今日も、ニーズに対して 100 人近くボランティアさんが

足らない状況。 

優先性の高いところから順番に活動させてもらってい

ます。 

そうです！今こそ、地元のパワーが必要です！ 

是非、地元ボランティアお待ちしていますね★ 

運営スタッフも随時募集しています。 

それでは、今日もお疲れ様でしたm(__)m 

また明日もお待ちしています♪ 

 

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

【【【【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】】】】     

写真で見る東日本大震災 

（力強力強力強力強いいいい演奏演奏演奏演奏にににに心弾心弾心弾心弾むむむむ）  

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

eitai-music1.jsp 

 

 【2011年5月2日】 

 陸上自衛隊福島駐屯地の音楽隊は上真野小を訪れ、

児童や教職員に元気をおくる「震災激励音楽会」を開

きました。 

 15 人で編成された音楽隊は、ＺＡＲＤの「負けない

で」や「宮崎駿アニメメドレー」などを奏で、児童は手拍

子を送りながら心弾む演奏を楽しみました。 

 最後に全員で「世界に一つだけの花」を合唱しまし

た。 

 今回の演奏会は、本市の捜索活動に当たっている陸

上自衛隊第一空挺団が企画し、福島市の陸上自衛隊

第 44 普通科連隊音楽隊の協力によって実現したもの

です。 

  

  
▲演奏に聞き入る児童 ▲音楽隊の皆さん 
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▲大喜びの児童  ▲帽子には「がんばっぺ」 

 

 

（使命使命使命使命とととと誇誇誇誇りをりをりをりを持持持持ってってってって新新新新たなたなたなたなスタートスタートスタートスタート） 

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

rei-23.jsp 

 

【2011年5月2日】 

 新採用職員の辞令交付式は市役所で行われ、一般

行政職 6人、技術職 1人に辞令が交付されました。新

採用の 7 人は東日本大震災と福島第一原子力発電所

の事故の影響で採用が 1 か月延期されたことから、そ

れぞれ災害ボランティアに従事してきました。 

 また、4月 30日付けで退職した部長、次長級に再任

用の辞令を交付しました。 

  

  
▲一人ひとりに辞令を交付 ▲宣誓する新採用職員 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市がががが独自独自独自独自にににに測定測定測定測定したしたしたした環境放射線環境放射線環境放射線環境放射線モニタリンモニタリンモニタリンモニタリン

ググググ結果結果結果結果    

市立総合病院北側入口（外部）の放射線量 

 

5月 5日18：00現在 0.69μsv/h 

5月 5日 9：00現在 0.65μsv/h 

5月 4日18：00現在 0.66μsv/h 

5月 4日 9：00現在 0.63μsv/h 

5月 3日18：00現在 0.63μsv/h 

5月 3日 9：00現在 0.66μsv/h 

5月 2日18：00現在 0.65μsv/h 

5月 2日 9：00現在 0.66μsv/h 

5月 1日18：00現在 0.61μsv/h 

5月 1日 9：00現在 0.57μsv/h 

4月30日18：00現在0.68μsv/h 

4月30日 9：00現在0.63μsv/h 

4月29日18：00現在0.63μsv/h 

4月29日 9：00現在0.66μsv/h 

4月28日18：00現在0.58μsv/h 

4月28日 9：00現在0.63μsv/h 

4月27日18：00現在0.64μsv/h 

4月27日 9：00現在0.65μsv/h 

4月26日18：00現在0.67μsv/h 

4月26日 9：00現在0.67μsv/h 

4月25日18：00現在0.69μsv/h 

4月25日 9：00現在0.68μsv/h 

4月24日18：00現在0.66μsv/h 

4月24日 9：00現在0.65μsv/h 

4月23日18：00現在0.71μsv/h 

4月23日 9：00現在0.70μsv/h 

4月22日18：00現在0.65μsv/h 

4月22日 9：00現在0.57μsv/h 

4月21日18：00現在0.56μsv/h 

4月21日 9：00現在0.70μsv/h 

4月20日18：00現在0.73μsv/h 

4月20日 9：00現在0.66μsv/h 

 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    

ブログを拝見しますと南相馬市災害ボランティアセンタ

ーが活発に活動されているようです。ボランティア人数

や派遣要請数も多いようです。被災者が遠慮しないで

ボランティアの派遣要請をされる事は重要な事です。

とりわけ南相馬市や近隣市町村では様々な事情があり

ますのでいわゆるニーズ件数が多いのは特別な意味

を持つものと思われます。 


