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しましたが、津波が来る前は安全に停止していました
津波により電源の喪失が起こり、冷却に必要な電源が
なくなってしまった為に、格納容器の温度上昇 圧力
上昇と続き、格納容器内で発生した水素が原子炉建屋
内に溜まり、酸素と反応して爆発
これが一連の流れですが、所期の対処として若干の放
射能の流出はあったかもしれませんが早期に圧力を
逃がす事をしていれば建屋の爆発は防げたはずで
す。
また、原発の爆発＝チェルノブイリ事故＝原爆と考える
方もかなりおられるようですが、実際にはまったく異な
ります。
チェルノブイリ事故＝原爆は近いですが、福島の原発
事故は核反応による爆発（原爆と同じ）ではありませ
ん。
何回も書いてますが、福島原発は爆発する事はありま
せん。浜岡原発で今回と同様の事が起きても爆発はな
いでしょう。
同じ事態にになったとしても、初期対処を的確にすれ
ば今回の福島のような事にはなりえません。
最悪でも JCO 臨界事故程度ではないかと考えます。
今、浜岡原発を止めるという事は、日本という国の首を
自ら絞めているのではないでしょうか
CatsLove さんもおっしゃってますが、原発を無くして
しまったら国が成り立たなくなると思います。
日本の原発は、東芝、日立、三菱が主となり促進して
います。
その企業を守る行動を国もするべきではないかと、今
やっている事はそれら企業をないがしろにし自分の保
身の為にこれ以上世論に見放されたくない、その一心
だけに感じます。
また、まるびえび彦さんが言うように大手製造業の減産
（電力不足による）原発関係に従事してる人々の雇用
の減少、その従事者を相手に商売をしている人々の生
活はどうなるか
そういった、諸々の問題を踏まえた上で決断しなけれ
ばいけない問題だと思います。
原発反対と言うのは簡単です。
小学生でも言えるでしょう、ただ、責任の無い発言にな
んの影響力があるでしょうか
原発を無くす事への弊害は無くなってから気付いても
手遅れになってしまいます。
残念ながら、今の政府には自分の保身ばかりで、国の
先行きを見通せる人材が居ないようです。
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前記事への
前記事への返
への返コメを
コメを兼ねて 原発問題です
原発問題です。
です。
えび父さんの日記 2011/05/09 22:06
http://ebi.tou3.com/Entry/51/

前記事にコメを頂いた CatsLove さん、まるびえび彦
さんへの返コメとして書きます。
浜岡原発の停止が決定したようですが、自分としては
なぜ？という一言に尽きます。
CatsLove さんのコメにもありますが、老朽化している１，
２号機は既に停止されており現在稼動中及び稼動予
定の発電所まで止めてしまう事の弊害をまったく考慮さ
れてないと思います。
中部電力としては国からの要請を飲むしかない事は誰
にでもわかる事かと思います。
下交渉の段階であれば、反論や従うにも諸々の条件を
出せたでしょうが、返答をする前に世論に発表されて
は、手足を縛られ、無理やり従わせられた感じだろうと
思います。
浜岡原発を止めるという行動は、想定される東海地震
の際に同じ過ちを犯さないようにとの理由でしょうが
実際に起こるかどうかは誰にもわかりませんし、仮に起
こったとしても今回の事故を教訓にすれば
初期対処も速く行え、同じ過ちは起こりえないのではな
いかと考えます。
以前より記事にしてきましたが、地震により原発は停止
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今回の震災の復興、日本の発展を考えたら、福島原発
の収束の為には恥をかこうが何しようが世界に頭を下
げてでも一日も早い収束を目指し、今後の日本の為に
更なる原発の安全性の追求 世界が原発に反対に動
いても、日本の技術力を結集して逆に売り込む事が必
要ではないかと思います。
何回も言いますが、原発は震度６強の地震に耐えたん
です。
地震に対する安全性は確保されてたんです。
津波に対する配慮は福島に限れば欠けていましたが、
建設の新しい原発は津波の被害も想定され作られてま
す。
その証拠に、同じ規模の津波が襲った女川原発は順
調に冷温停止に向かっています。
闇雲に止めて、電力の供給不足を引き起こし、補う為
に燃料費のかかる火力発電所を動かし電気料金の値
上げ、雇用の減少を国はどう考えてるのでしょうか
何も考えてないというのが正解なんでしょうね。。。
このままじゃ、日本はどうなるんでしょうね・・・
以上、乱筆乱文になりましたが、最後まで読んで頂き
ありがとうございます。

で、自分はネットで事前調査していた物件を目出度く
ゲットできた
避難に際する県の借上げ住宅扱いになるため、家賃
は気にせず暮らせそうである
1LDK、一人では完全に持て余す雰囲気
通勤距離 45km 往復すると、週 500km。。。。。すげｗ
その後メガネを作っていたららすっかり 10:30、どう考
えても集合時間に間に合わず
おれ「現地集合でよろ」 と書き残して 先先週くらいか
ら食べたくて仕方なかった Sio-Ya のラーメン 今日よう
やく食べられる気配を感じたので、忙しい中いってみ
た
しかし･･･すごく･･･雨です･･･ θの中の人がわる(ry
ショートカットを目論んで突入したレークラインの路面
状況はウェット あんまり時間短縮できずに 630 円寄付
して、桧原湖畔東岸を爆走して Sio-Ya へ
現地集合の方々とはほとんど時間差無かったようで、
ちょうどオーダーするところに滑り込み
ｽﾞｻｰ⊂(・∀・と⌒ヽ
ごちそうさまでした
来週とかまたうっかり行ってしまうかもしれないｗ
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Sio－
Sio－Ya オフ

|壁|дﾟ)･･･
2011 年 05 月 08 日
2011 年 3 月 11 日を忘れないために…（拡散自由！）
http://sgo0811.blog.shinobi.jp/Entry/255/

その後は道の駅裏磐梯でスズキウィルス(ﾟдﾟ)ｺﾜｰ な
話題で盛り上がって解散
帰路は すごく･･･さむいです･･･
R115 経由のつちゆ経由ので帰りましたとさ(終わり

今朝は朝も早よから避難先選定のため一軒家を内覧
3k で 4.5 万円、ガレージ付は破格、、、
しかし全体に古臭い(昭和設計と思われ)のと階段が多
いのが我が家の老人にはマッチしないと思う
へっぽこすぎるので、パスかな～

みんなで食べるラーメンは美味いです
しばらくはこってりしつこくついて回るぞっと
TDM さんは R タイヤがついに丸坊主
今週中に換える

その後自分の避難先選定のため保原へ
相馬までの通勤になるため、R115 沿いがいいので霊
山で探してみると、
不動産屋「ない」
一言ばっさり
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南相馬市から
南相馬市から５
から５月９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！ 2011-05-09 05:46:39
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5d64297bde0da3
8a0c77de7a765e65fb

分かってる、霊山には駅がないため単身世帯用のア
パートが必要ないのだ
保原梁川には数件残っているが、飯舘の避難者が
続々押し寄せているため(自分もその一人だが)
だんだん物件数が少なくなってきているらしい

コメント、頂きました。ありがとうございます。
読んでいて気づいたことがありました。３月１１日、地震
が来て、原発が被災し放射能が拡散しましたが、今に
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なってあの時の状況が明らかになってきていますが、
１４日の夜１１時頃に避難を始めましたが、（孫とお嫁さ
んを福島空港に送って行くつもりで）

福好再見のＴシャツが届きました。バックプリント入りに
なりました。黒Ｔシャツも作りました。
３５０枚発注して、半分ほど予約でなくなりました。有難
いことです。

自分達夫婦、母は家から避難するつもりはあの時はあ
りませんでした。が途中新潟空港からだったらみんな
の航空券が買えるとお嫁さんの家族から連絡が避難途
中にあり、ガソリン情報も新潟なら給油できる２４時間営
業のスタンドがあることがわかり、急遽、新潟に行き札
幌に向かったわけですが、その後私たち家族にとって
はこの時の決断が良かったことが今になってわかりま
した。
しばらく、離れてみることで、放射線、地震の不安、恐
怖から逃れてゆっくり体を休めて、次の事を考える機会、
時間が持てました。一度冷静に考えられる時間、状態
を持つことがいかに大事かと思いました。
しかし、あの時、放射線拡散の情報が今のようにわか
っていたら、避難しただろうか？自分の住んでいる所
は他より値が低いからここにいた方がいいと考えたの
ではないだろうか？そのままここに居たら、それでもい
ろんなことを冷静に考える事が出来ただろうか？余震
の恐怖をどう感じただろうか？ 一番大事な家族の関
係はどうなったのだろうか？ 私や妻、息子、嫁、娘、
孫、母 みんな、考えがあり、受け止め方も違うし、お嫁
さんの家族も今以上の心配
をかけただろう。

サイヤのホームページ『saiya』で検索してください。

今、『あの時知らなかったから』こそ、わが家の家族にと
っては一番良い行動が出来たように思います。そして、
一時離れたからこそ、お互いがそれぞれ何をするべき
か、出来るのか、そしてお互いを理解していられるの
だと思います。
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ありがとな ・・・
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。 2011-05-09 15:53:17
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/15a27
d92c25d44a051c1854575eb9d43

店を営業することで、雇用を守り、商品を提供し、この
地での経済活動を継続することが私の仕事、娘は今仙
台で一人暮らしして勉強する事、お嫁さんは安全な所
で２才の孫を育てる事、みんながそれぞれを理解し合
って頑張っていられるのも、避難した時にみんなの気
持ちが一つになれたことが、良かったように思えます。
南相馬市から
南相馬市から５
から５月９日夜

2011-05-09 19:31:10
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a109b3f05d283e
7a44f919090709558c
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間もなく ２ヶ月になります。
三を縦に置きかえれば
象形文字の「川」の字が出てきます。

本日 Ｙ爺さんは二度目の髭剃り。
今回も理容師は器用で定評のボランティアさんです。

さらに 天 ・ 地 ・ 時の流れの「三」を
今ひとたび 立ててよく考えてみますと ・・・
立心偏の「心」（忄）がクローズアップされます。
そして
うねりをさそう流れや心の流れを表わす「三」の真中を
「せき」とめるようにしてしまえば
流れは完全にストップしてしまいます。
一本の縦棒では流れをふせぎ切れませんが
二本で完全に堰（せき）をすれば
流れはたちどころに止まります。

Ｙさん爺さんは
日頃 外出することもなく
人と言葉を交わすこともほとんどありません。

三が非（あらず）になってしまえば
もう正常ではなく よくないことです。

まるで親子のようです。
最後に ボソリ 一言 ・・・ 「 ありがとな 」
窓越しの陽ざしは 居眠りを誘うほど ・・・ 温かです。

やはり 心というものは
常に流れがあって
環境の変化にも対処できる自然体が一番よいのです。

三 ・ 非 ・ 罪

2011-05-09 19:40:42
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/9ec6f
9b9429e26781ca41ad6199d279c

「悲しむ」とは 「流れない心」が悲しくて
「心ここに非（あ）らず」となるわけです。
さらに さらに
「羅（ら）」の文字にある「罒」（網目がしら）を非に足せば
「罪」となりますが・・・はてさて いかがなものでしょうか。
避難者の辛さは ・・・
営々と続いていた流れを 堰とめられた辛さ
・・・ のような気もします。

私は今 三条市に避難者としてお世話になっております。
#############################################

一 ： 母なる大地

編集より
編集より 長岡市はここ最近風雨が強く荒れ気味でし
たがようやく落ち着いてきたようです。今日は気温も 18
度くらいと過ごし易い温度のようです。全国的には大雨
になる地域も有るようで、お気をつけ下さい。

二 ： 天と地
三 ： 天 ・ 時の流れ ・ そして大地
・・・ で構成されています。
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