
 南相馬ブログ新聞 平成 23 年 5 月 11 日(水)第 39 号  

 1

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

『『『『仙台公演中止仙台公演中止仙台公演中止仙台公演中止のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ』～』～』～』～チケットチケットチケットチケット払払払払いいいい戻戻戻戻しししし～～～～            
第一子第一子第一子第一子とととと猫猫猫猫、、、、時時時時々々々々    結婚結婚結婚結婚＆＆＆＆コラムコラムコラムコラム    

大地震に臆する事無く、3 月 17 日無事に第二子が産まれました

(≧ε≦) 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37455084.html 

2011/5/10(火) 午後 4:14 

『仕方がない』って言えばそれ以上何も言えないけど。 

そりゃまだまだ余震があるし建物の耐震性も不透明の

ままライブやコンサートを決行するのはある意味本末

転倒なのかも知れない。 

けれど闇雲に『公演中止』を謳って良いものか？とも思

う。 

『やる気になれば出来るんじゃ無いか』って言うのがオ

イラの素人考え。 

矢井田さんは仙台ライブを予定通りやるみたいだし、こ

ないだは“ゆず"が無料復興ライブを仙台のど真ん中

でやってくれた 

ファンにとっては堪らないものだし、ゆずは元々ストリ

ートからメジャーになった方々。 

だからこそゆずはやってくれたんだって思っている。 

やっぱり音楽って人間の心に響いてくれるし、心境に

マッチした曲が流れただけで、心の奥底に溜まった物

を綺麗に流してくれる。“震災疲れ"と言うべきかどうか、

それは判らないけど、でもきっと歌や音楽は癒しの糧

になると思う。 

オイラは端的にしか見えていないのかも知れないけど、

決して的外れの事は言って無いって思ってる。    
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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９９９９日夜日夜日夜日夜パートパートパートパート２２２２    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！  2011-05-09 19:38:58 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a4ec48ce889e9d

9605038b039e524238 

東電の説明会が２０日、原町商工会議所で行われます。

朝１０時半と昼１時からの２回です。 

しかし、相馬市の漁連にも東電が来たそうですが、謝り

に来ただけで、損害賠償の話などは、出来なかったよ

うです。損害賠償なんてまだまだ先の話でしょう。ただ、

商業者は農業、漁業者と違ってこんな交渉ごとは、な

れてないから、皆さんどうしたらよいのかわからない状

態です。 

 

２０ｋ圏内にある工場に工作機械を取りに入っている会

社があります。もちろん市長の許可を取っているそうで

すが、知りませんでした、機械を出してこの地で操業し

てくれるのなら良いのですが、どこかへ行ってしまって

はどうなんでしょう。と店の前で聞いていたら、その会

社のトラックが荷物を積んで通っていきました。 

 

とうとう、隣りの不動産屋の『やすらぎ』さん撤退すること

になりました。中古住宅をリホームして販売していまし

たが。売る物件、買う物件、この状況では商売にならな

いようです。 

貸店舗あります、南相馬市原町区錦町、立地は最高、

家賃２０万、敷金、礼金はこんな状況ですから、無しで、

坪数９０坪あります、やすらぎさんが残していった事務

備品多数有り、すぐに営業できますよ。どうですか。 

 

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１０１０１０１０日日日日                         2011-05-10 19:10:44 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/af4eec649c82e1

30f9b92f63f1cd025a 

朝、８時１５分頃になると、当店の道路の前をバスが通

っていきます。原町三小と書いてあります。四台で子供

たちを乗せてかしま区の学校に通学です。毎日、毎日、

大変なことですが、頑張れ子供達。 

 

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・豊丘村内ほか 

新聞 PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html  
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農業の損害賠償の説明書が市場に置いてありました。 

  

 

いよいよ、暑くなってきました。今年の予定では古くな

ったクーラーをエアコンに替える予定でいたが、こんな

状況なのでどうしようかなと思っていましたが、さすが

に２０年目のクーラーでは心配だし電気代も古いから

掛かるし思い切って替えることにしました。本当は冷蔵

ショーケースも入れ替える予定でしたが、そえは見送り

にしました。 

なにせ緊急時避難準備区域ですから。 

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

 

南相馬鹿島区南相馬鹿島区南相馬鹿島区南相馬鹿島区でででで幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園・・・・保育園再開保育園再開保育園再開保育園再開            

ゆっ太郎 (2011.05.10 10:00) 

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/2913.html 

東京電力原子力発電所から 

20km 圏までの、自分の家に帰るのにも罰則規定のあ

る「警戒区域」 

20km圏から、放射線量の高い「計画的避難区域」 

「計画的避難区域」以外の30km圏までの、「緊急時避

難準備区域」 

30km圏外。 

 

南相馬市は、市合併前以上の 4 つの区域に分断され

ています。 

 

東京電力原発より、30km圏外の南相馬市鹿島区では 

南相馬市内の小・中学校がまた高校もサテライト方式

を採用し県内各地で授業再開いたしました。 

 

その中で幼稚園・保育園も南相馬市鹿島区内で希望

者を募り鹿島区内の 2つの幼稚園で開園。 

また、南相馬市内原町区3つの保育園が合同となって 

鹿島の行政区の協力もあり、公民館の施設の提供を受

けてのこどもたちが待ちに待った再開です。 

 

屋内退避となってから家の中だけの生活をしていた、

こどもたち。 

大人の中でしか遊ぶことのできなかった、こどもたち。 

 

約 2 ヶ月ぶりに大好きなセンセイ方と同年代の、おとも

だちが集まっての幼稚園・保育園でこの日ばかりは、こ

どもたちの顔に笑顔が輝きます。 

 

(画像は、よつば保育園近藤副園長先生にご提供いただき

ました。) 

 

今回臨時開園となった中のひとつ南相馬市内原町区

の、よつば保育園 近藤能之副園長は原発災害発生

から、園児達ひとりひとりをそれぞれの避難所・避難先

へ訪問しこどもたちの様子を気遣っていました。 

 

近藤副園長の活動は、県内 TV 局・新聞社に取上げら

れ海外へも報道されました。 
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よつば保育園［ヨシユキ副園長 青雲ブログ］(URL：

http://yotsuba-ho.seesaa.net/) 

 

報道をご覧になった方から、たくさんの支援の手が伸

べられたそうです。 

その際の近藤副園長を取材した FTV 福島テレビが、

5/8(日) 

夕方の特集で今回の開園の模様を放映していました。 

 

(画像は、よつば保育園近藤副園長先生にご提供いただき

ました。) 

［福島テレビ JOPX INTERNET SECTION］ 

(URL：http://www.fukushima-tv.co.jp/) 

 

国の定めた基準値以下での開校・開園となりましたが 

放射線値の比較的少ない地区とは言え相双地域内の、

福島県内の、東北のこどもたちを取巻く環境は決して

問題なく再開したわけではありません。 

 

各学校がひとつの校舎を共有し不足する教科書・辞書。

学用品。給食の問題。 

 

何よりもまず、こどもたちが笑いながら外を走り回るな

んでもないような、普通のことをとり戻させてください。 

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

 

【【【【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】】】】     

写真で見る東日本大震災 

（ゴールデンウイークゴールデンウイークゴールデンウイークゴールデンウイークをををを楽楽楽楽しむしむしむしむ避難所避難所避難所避難所「「「「ありがとうありがとうありがとうありがとう祭祭祭祭

りりりり」」」」）  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-0

5/matsuri.jsp 

 

【2011年5月5日】 

 原町二中避難所では避難者が実行委員会を作り、家

族で行楽するゴールデンウイークを避難所でも楽しもう

と「ありがとう祭り」を企画し、約130人が参加しました。 

 会場では、炊き出しボランティアから贈られた食材を

自ら調理し、焼き肉や焼き鳥、雑煮などが食べ放題。

足湯や歌謡ショー、極真空手などが披露され、参加し

た皆さんは連休の１日を楽しみました。 

  

  
▲開会式で市長が激励 ▲元気に開会宣言！ 

    

  
▲炭火でおいしく焼き上げます ▲ボランティアも一緒に 

    

  
▲不足がちな野菜を鉄板焼で  ▲食生活改善推進員もお手伝い 

    

  
▲テーブルを囲んで親睦を深める▲鹿児島県出水市出身の歌手 

 前田瑠美さんのステージ     

    

  
▲西山温泉のお湯で        ▲こいのぼりと一緒に 

 足湯を楽しむ子どもたち   

 
############################################# 
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編集編集編集編集よりよりよりより    

南相馬市からのインターネットによるビデオ生中継

が始まっています。 

パソコンでホームページを見るようにそのページを

開きますと南相馬からの生中継を見ることが出来ます。 

掲載許可もいただきましたので以下にご紹介いたし

ます。    

    

USTREAM  USTREAM  USTREAM  USTREAM  いっとこいっとこいっとこいっとこ／／／／南相馬南相馬南相馬南相馬チャンネルチャンネルチャンネルチャンネル    

南相馬市 NPO 法人フロンティア南相馬（申請中） 

http://www.ustream.tv/channel/ittoco-msch 

いっとこ／南相馬チャンネル 

 

以下ページに記述された案内文です------ 

 

これは、南相馬市民による南相馬の「本当の情報」配

信サイトです。 

キャスターは人気急上昇 草野君 

 

10時～15時(大体です） 

市民のホンネ、疎開された市民のみなさまに送ります。 

 

回線不調でたまに切れるときがありますが、長い目で

見ていただければ幸いです。 

 

市民の皆さん、ぜひご参加ください。名前だし、顔出し

できない方、配慮できます。 

企業面接や、支援受注、安否情報にも使えます。 

 

また下記アドレスまでなんでも結構ですのでご連絡く

ださい。 

動画を通してそれにお答えしていこうと思います。 

アドレス→kusnaoj@yahoo.co.jp 

 

南相馬市 NPO 法人フロンティア南相馬（申請中） 

地域活性化情報配信サイト いっとこ 

 

 

 
-----以上 

    

■ 現在の予定（放送予定を教えていただきました） 

日程：5月6日～5月13日 

場所：ジャスモール南相馬 

時間：10：00～15：00 （多少変更有） 

※場所に関しては急遽変更の可能性あり 

    

    

なお、新潟県長岡市の場合は南北の避難所のお茶コ

ーナーにラジオ用の PC が設置してあります（当NPO

設置）。それを使って簡単に「いっとこ／南相馬チャン

ネル」を視聴できるように設定いたします。 

他の地域の方は先ほどご紹介した 

http://www.ustream.tv/channel/ittoco-msch 

で視聴することが出来ます。    

    

また、長岡からも映像発信できる準備があります（南部

体育館で 1 回既に生中継を行っております）のでご希

望の方はお申し付けください。 

連絡先 ０９０－４１２１－００１０ 桑原    


