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自分一人の力でも原発でと言う気持ちはありますが家
族との安定した生活の為には、好条件が揃っているの
で、移住する方向で検討しています。
これまで、原発問題を記事にしたり、原発にて作業す
る自分を応援して下さってきた皆様を裏切る事になる
かもしれませんが、家族と離れて暮らす寂しさや、被爆
量を超えたら作業に従事出来なくなる事
今後の生活の安定を考えると、移住するのがベストな
選択ではないかと考えています。
それに、NHK の取材を受け、顔も出てしまったので、
東電協力会社のうけも良くなく原発に作業で入るのが
難しくなってきました。
隠蔽主義ではないでしょうが、マスコミと繋がっている
人間を現場に入れて余計な事を話されたら困るという
大人の事情もあるようです。
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大人の事情と言えば、昨日でしたか管総理が浜岡原
発の運転停止要請を突然発表しましたね。
何で今？何で突然？と、一瞬あっけに取られてしまい
ました。
確かに、浜岡原発の立地場所は東海沖地震が起きた
時に津波の被害が出ると想定されてますが
そんな事はずいぶん前から騒がれていたし、要請する
ならもっと早い段階で出来たわけで
いつも思うんですが、行き当たりばったりで勝手に決め
てどうするの？と言いたくなります。
浜岡を全号機止めた時に出る弊害とか考えて発言して
るとは到底思えないし
中部電力自体、寝耳に水的な感じだったようだし、政
治家得意の裏工作とか出来ないんですかね
計画停電の必要性は無いから大丈夫と言ってますが、
その分火力発電所の稼動をしたり不足分を関西電力
から買うようになったら、中部電力管内も電気料金の値
上げになるのではないかと思います。
あくまでも民間の会社の経営に関わる事を、下交渉も
無しに決めて発表するってどうなんでしょ？
しかも、浜岡の停止を国が要請し、中部電力が従って
停止と言う流れになったら他の原発も止めろと、世論が
言いそうな気がするのですが・・・
自分の考えすぎなら良いんですが、もし、そうなったら
日本の電力供給は破綻してしまいます。
浜岡の停止は今の福島の現状を考えれば仕方ないと
いうか、安全の為にはやむをえないのでしょうが国策と
して進めてきた原発を、国が危険だから停止要請って

内・豊丘村内、福島県福島市内ほか
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・・・でも抱卵
でも抱卵ｗ
抱卵ｗ 後半は
後半は原発の
原発の事ｗ
えび父さんの日記 2011/05/07 21:52
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５日の日に嫁と子供を東京に送りがてら、そのまま２泊
してきたんで日記の更新が出来ませんでした。
帰宅後、水槽を覗いてみると、５日の日に十数匹確認
できていた稚えびが１匹しか確認できないｗ
隠れているのか消えてしまったのか・・・JES さんに頂
いた秘密の餌の効果を見る前に稚えびが・・・・
でも、さらに抱卵個体を確認したので、このまま行けば
月末頃？には稚えびの姿を確認できるのかな？
現在３匹抱卵してるので、次孵化する時までに環境を
少しでも良く出来ればと思います。
その前に水質を調べる物を揃えなければかもしれませ
んがｗｗｗｗｗ
まずは、今出来る事を少しづつやって行ってみたいと
思っています。
自分の今後の生活についても若干動きがありました。
東京に家族を送るついでに、仕事のオファーをしてく
れている会社さんに行って来たのですが条件面でとて
も優遇してくれそうで、かなり心が揺らいできていま
す。
原発の今後を考えるとまだまだ不安もあり、出来れば
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なんか矛盾してる気がします。
今回の福島原発事故の一番の原因が何かを考えれば、
無理に止めなくても良いのではないかと自分は思いま
す。

歳かのお婆さんを自宅で介護していたが、避難の為、
福島市にアパートを借りて住んでいたが、もうとても生
活に、介護に、不自由で耐えられないから、戻ってきた
と、何か遭っても、覚悟を決めていると、自宅で介護し
ていないと自分がまいってしまいそうだと、言われてお
りました。
他にも多くの家族が年寄世代、子供世代、孫世代、３
世代がバラバラ、チリジリになって生活しています。
それも、全国に亘っています。他の災害地のように、地
元も人たちが団結し助け合って復興、再建しようと頑張
っていますが、この地では、集まることも、何かしような
んてことも出来ないでいます。
これでは、地元のコミュニティーなんてありません。心
配です。

気がつけば、原発問題が比重を占める記事になってし
まいもうしわけありませんｗ
###############################################

絆
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。

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10885946949.html
2011 年 05 月 09 日(月) 00 時 10 分 56 秒

こんにちは、キャナです。
お久しぶりです。
無事、放送は終わりました。
ありがとうございました＾＾

自衛隊、警察、消防、保健所、そこには全国いろんな
県から協力にきています、愛媛、長崎、大阪、名古屋、
札幌、奈良、長野、岐阜、三重、埼玉、神奈川、他にも、
遠くから有難いことです。
そんな車両が多く毎日、当店の前を朝、海の方に向か
って行き、夕方帰ってきます。
自衛隊にはいろんな車両があるのを知りました。
でも、やっぱり異様な光景ですよね。

さて、今日は私が感動したお話を書きます。
この前、新潟で知り合った方々からお手紙が来ました。
内容は「合唱頑張って」とか「震災で大変かもだけどこ
っちで応援してるから！」…
嬉しかったです。
本当に嬉しかった。
皆さん、学校で知り合った人たちなのですが、たった
一週間しかいなかった私にお手紙をくれました。
絆って大きいです。
手紙のおかげで元気がでてきました。
最近は落ち込んでしまった時などにみてます。
また明日も頑張ります！

この町で生活していると、なんとも思わなくなっていま
すが、きっと遠くからこの町を見ている人はなんで危険
な所に住んでいるのかと思うことでしょう。たしかに放射
線の値は通常より高いのは間違いないことで、影響が
どうあるかは今はわからないわけで、今日も役所からタ
ケノコ隣りの相馬産で出荷制限になったので、サイヤさ
んのタケノコはどこから来たのか教えてくださいと電話
がありました。タケノコはセシウムを吸収しやすいそうで
す。タラの芽、などはそうでもないとの事ですが、当分、
山の野菜は売れないようですね。
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南相馬市から
南相馬市から５
から５月７日

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！ 2011-05-07 17:48:27
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/700a864bf45d71
a866db694a0a78f5c0

南相馬市から
南相馬市から５
から５月８日

2011-05-08 17:24:23
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/aa49bc4f1f0edc
53466c338348c6b523

明日は休業しますが、来週からは休まず営業していこ
うと思います。大手スーパーも出てきましたし、これから、
正念場です。地元が復活する時までなんとか生き延び
なくては今まで頑張ってきた甲斐がありません。

地震により、津波の災害があり、多くの人、建物、車、が
のみ込まれ破壊され被災しました。
そして今まだ、わが町は原発の放射能と言う津波に多
くの人がのみ込まれ、チリジリ、バラバラ、にされようと
しています。
そう災害、被災がまだ現在進行中なのです。

今日、買い物にいらした、７０歳ぐらいの奥さんが９０何
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怨みをやめることによって鎮まる 」
・・・ とあります。

この放射能と言う津波はまだ誰にも止められません、
逃げられる人は自力で避難していますが、自力で逃げ
られない人は、なす術もなくじっと耐えるか、もがき苦し
みながらその渦中にいます。先が見えず真っ暗の中
で苦しんでいます。一筋の光明を見いだせないと町が
死んでしまいます。

同じように
物足りよう物足りようと思う心は
物足りることによって鎮まりはしません。
物足りれば鎮まるかと思うかも知れませんが
物足りれば
もっと物足りようという思いが出てくるから
キリがありません。

農業がダメ、漁業がダメ、今まだ少し残っている地場の
工場の稼働が待たれます。３０ｋ圏内ぎりぎりにある化
学工場の稼働を民主党の幹事長に視察してもらい陳
情していましたが、どうなるのでしょう。

物足りなければ
物足りないままに落着く ということ。
・・・ これが大人の精神でしょうね。

地元の商店も危機的状態に入ってきました。人口が少
なくなったうえに、大型店、大手チェーン店が再開した
上に、学校、企業への納めの仕事が無くなっています
から、さらに苦しくなっているようです。
大手が出来ない事をして、生き残って来たのにこれで
は、営業していけません。農業、漁業と同じで、廃業、
閉店していくお店が増えていくと思います。
春の商業祭りや、夏の盆踊り、秋のお祭り、植木市、い
ろんな行事が地元の商業者達が行なってきましたが、
それも出来なくなるでしょう。
早急に町の将来像を示して、実行していかないと、年
金生活者だけの町になってしまいそうです。

それにつけても
東京電力さん
政治家さん
本気になってください。
正気になってください。
#############################################

少しずつ、
しずつ、一歩ずつ
一歩ずつ。
ずつ。三歩め
三歩め
ゆっ太郎 (2011.05.08 09:30)
相双ゆたどさ ゆったりが、どっさり。～ふくしま相双～
http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2902.html
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落着く
落着く ・・・
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。 2011-05-07 12:48:07
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/93b72
c78327e54a20f8088084af0c983

ゴールデンウィークを迎えた 4 月下旬より南相馬市内
では、30km 圏内のスーパー各店が営業を再開してく
れました。
4/30 開店。フレスコ キクチ 北町店
(URL：http://www.fresco.dom.ne.jp/)
［営業時間］10:00～20:00(5/7 現在)

法句経に
「 怨みは怨むことによって鎮まらず
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5/4 開店。
ヨークベニマル 原町西店
(URL：http://www.yorkbeni.co.jp/)
［営業時間］10:00～18:00(5/7 現在)

日々たくさんのお店が開店していただいています。
南相馬市役所
(URL：http://www.city.minamisoma.lg.jp/)
TOP ページ→東日本大震災関係情報→生活情報
新地町・相馬市も、震災により営業できない店舗を除き
営業を始めていただいています。
また、相馬市・南相馬市ではそれぞれ支援物資を必要
とされる皆さんへ配布をしています
［相馬市］救援物資を配布します
［南相馬市］日用品など支援物資の配布について

5/6 開店。
イオンスーパーセンター 南相馬店(URL：
http://www.aeonsupercenter.co.jp/minamisouma/)
［営業時間］10:00～15:00(5/7 現在)

相馬市の NPO 馬とあゆむ SOMA でも相馬中村神社
境内などで相馬救援隊の方々、全国からの救援物資
の配布をしてくれています。
馬とあゆむ SOMA のブログ
(URL：http://ameblo.jp/umatoayumu-soma/)
相馬の伝統は、雲もなく
九曜まばたく、朝空に向かって
輝きを増しています。

南相馬市内スーパー各店の営業再開に伴い以前お知
らせした、シャトルバスの運行は終了となりましたがヨ
ークベニマルは、南相馬市内の各避難所と休業中の
原町店から開店した原町西店までの循環バスを運行し
てくれています。
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編集より
編集より
連休中はこの新聞も少し連休をいただきました。休
む時はきちんと休む方針です。
何事もがんばりすぎてはいけない、我慢しすぎては
いけないと思っています。

屋内退避指示の期間中から
いち早く営業を再開された個人商店の皆さんをはじめ
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