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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１１１１１１１１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！  2011-05-11 05:36:02 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/9687f8bafa2919

7845de3bb1faef287c 

もう、と言うか、やっと、と言いますか、あの日から２ヶ月

たちました。いろんなことがありすぎた２ヶ月でした。 

でも、残念ながら今も災害は進行中ですが、今月中に

は飯舘の皆さんが避難することになっていますが、皮

肉なもので、放射線の値が日々下がってきています、

なぜ値が高い時に住んでいて低くなってきたのに避難

しなければいけないのか。みなさん矛盾を感じながら、

どうしようか、今も迷っている方たちばかりのようです。 

 

計画避難地域の飯舘村は以前、現在の南相馬市との

市町村合併問題がありましたが、それをやめて、菅野

村長を中心に独自の町づくりを住民一体となって頑張

ってきましたから、一時的にでも村を離れるということは

住民のみなさんもなかなか決断できないと思います。 

飯舘のアグリ珈琲さん、もうすぐ再開されるようですが。

どこで営業されるのか、楽しみです。 

 

トラブル発生です。裏にあるお惣菜のプレハブ冷蔵庫

の温度が上がっていると家内が言ってきました。 

朝一で伊藤冷機さんに電話しなくては、設備が古くな

ってきているので、毎年いろいろ出てきます。 

店を改装したいと以前から考えてきましたが、なかなか

決断できなくてきましたが、今の状態では、見通しもつ

きませんが、営業出来るだけでも、幸せです。 

 

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１１１１１１１１日夕方日夕方日夕方日夕方                     2011-05-11 17:00:14 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/b301f988d07d41

006ac32cfecae143c4 

今から、商店会の集まりに行くところです。ひさしぶりに

商店会の皆さんとの再会です。まずは、今年の商店会

の運営について話し合わなくては、なにしろ会長が避

難していて今は山形で働き始めていて、こちらには帰

ってこられないようなので、副会長中心にまずは今年

どうするかですね。みなさんいつも協力的ですから心

配はしていませんが。 

 

全日本食品東北支社の支社長の玉山さんが突然来店

されました。震災見舞いと激励にきていただきました。

商品を手当することに、相当苦労されたようです。その

おかげでわれわれの加盟店は大変助かりました。４年

まえに加盟させていただいたこと、間違いなかったで

す。もうすぐ定年だと言われていましたが、この災害の

中これからの立て直しに玉山さんの力がまだまだ必要

だと思いますし、玉山さんがいてくれないと正直心配

ですよね。これからもお願いします。 

 

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

ダンボールダンボールダンボールダンボール箱箱箱箱のののの机机机机はははは    本日引退本日引退本日引退本日引退ですですですです。。。。    

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。  2011-05-11 10:04:35  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/60069

6ac1b7ce72b9f6bc1275d568fe8 

 

わが愛しの情報発信基地 

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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ダンボール箱の机は ・・・ 本日で引退です。 

 

マジックで書いた灰皿 

コードを入れるボックス 

そして はめ込みのペン立てまでつき 

初期からみると 

かなりのバージョンアップ（？）です。 

 

が ・・・ 机の上はパソコンの重みや打ちこみで 

沈み込み ・・・ 耐えて 耐えてくれました。 

 

引退理由は 

後継として パソコンデスクを購入したからです。 

 

なんと 中古品店で 

大枚 ￥１９００を奮発したのですぞ～。 

・・・ 現状のわが身には贅沢品なのであります 

 

わが愛しのダンボール箱の机さん 

長い間 ごくろうさまでした ！ 

 

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

あれからあれからあれからあれから 2222 ヶヶヶヶ月月月月・・・・・・・・・・・・。。。。            

どっさりんこ (2011.05.11 02:46) 

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/2919.html 

2011年 3月 11日 14時 46分、あの地震ですべてが

変わりました。 

1000年に一度の大地震、大津波、原発問題・・・。 

そして沢山の命がなくなりました。 

 

そしてあの 3月 11日から早いもので２ヶ月が経とうとし

ています。 

段々メディアでは『震災・原発問題』が取り上げられなく

なり まわりの方々は忘れていくのではという不安を感

じます。 

 

3 月 11 日を堺に家族・学校がバラバラになり、普通の

幸せを送ることが出来なくなっています。 

家族が一緒に暮らすという事、学校に行き授業を受け、

友達と声を出して笑う事、仕事をするということが普通

の事ですが、今の相双地域では出来ないのが現

実・・・。 

 

家屋や学校などは3月11日の地震では被害を受けて

いないのに原発問題で帰れない、通えない悲し

さ・・・。 

この時期本来ならば農家の皆さんは「田んぼ」で大忙

しのはずなのに、あの光景が見ることができません。 

 

私達は、「相双ビューロー」を通じて沢山の方々とお会

いし、地域を回らせていただきました。 

でも今はテレビで見る地域は、「お祭り」をやっていた

場所が「一時帰宅の集合場所」や「避難所」に・・・。 

 

美しい相双地域が今は変わってしまっています。 

一日も早く皆さんと笑顔でお会いしたい。 

 

メディアでは『復興・復興』と報道していますが、相双地

域はまだまだこれからです。 

でも確実に一歩ずつ一歩ずつ、3月 11日以前の相双

地域になるように。 

 

私達の事務所の時計は、3月 11日 14時 46分のまま

で止まっていますが・・・。 

 

（時間はちょっとアバウトですが・・・。） 

止まらず動いていきたいと思います。 
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############################################# 

＜＜＜＜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！！！！        

南相馬市災害ボランティアセンターのブログ （南相馬市災

害ボランティアセンターでは、活動場所への移動における

利便性を考慮し、原町区と鹿島区（合併前の市町単位）にボ

ランティアセンター拠点を設けてあります。） 

2011-05-11 17:22:58 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10888479693.html 

今日も一日活動お疲れ様でした 

今日は朝からくもり空 

なんとか天気がもち、最後まで作業することができまし

た。 

 

今日の活動者数は 

１０９名（県内 ４２名 県外 ６７名） でした。 

 

どうもありがとうございました 

 

今日の主な作業内容は 

 

☆ ガレキ撤去 

☆ 物資の仕分 

☆ 遺留物の洗浄・展示 

☆ 託児 

☆ 避難所の運営補助 

でした。 

 

まだまだ人数が足りず困っています 

 

ガレキの撤去は体力作業なので、 

男性の方に来ていただけると助かります。 

物資の仕分は女性でも出来る作業なので 

女性の方の参加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】】】】     

東日本大震災関連情報（H23.5.11 18:00現在）  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/shinsai-k.jsp 

●一時立入りについて（参加を希望する住民の皆さまへ） 

 

１．一時立入りの概要 

 住民の一時立入り（住民立入り）は、警戒区域内への

立入りに関する住民の方々の要望を踏まえ、関係市町

村※、県及び国が協力しながら行うものです。その目

的は、警戒区域内に居住していた住民の方々が自宅

に戻り、当面の生活に必要な物品の持出し等を行うこ

とにあります。 

 立入りに参加する住民の方々は、福島第一原子力発

電所の 20Km圏外（警戒区域外）に設置した中継基地

に集合し、必要な準備を整えた後、専用バスでそれぞ

れの居住地区へ向かいます。自宅で各自過ごした後、

再び専用バスで中継基地に戻り、放射性物質による汚

染がないことを確認し解散となります。 

 

※田村市、南相馬市、楢葉町、富岡町、川内村、大熊

町、双葉町、浪江町及び葛尾村 

 

２．一時立入りの条件 

 警戒区域内への立入りは、福島第一原子力発電所

における不測の事態等による危険性（リスク）を伴うもの

です。国、県、関係市町村等は、安全確保に最大限の

努力を行いますが、一時立入りを行う住民の方々には、

立入りに伴う危険性（リスク）を十分に認識し自己の責

任の下で参加いただく必要があります。 

 また、立入り当日の天候や原子力発電所の状況等に

より、安全確保に支障が生じる可能性があると判断され

る場合には立入りを中止することがあります。 

 

３．一時立入りの参加者の準備 

 立入りの際は、私服の上から防護スーツ等を着用す

ることになります。防護スーツを着た場合、天候によっ

てはかなり暑くなることがあり、また中継基地での検査

（スクリーニング）が終わるまで脱ぐことができませんの

で、動きやすく気温を考慮した服装（薄手の長袖）で参

加して下さい。スカートは防護スーツを着るには適切で

はありません。 

 また、立入り当日までの体調管理を十分行い、当日

に体調が悪い場合は早めに係員等にお知らせくださ



 南相馬ブログ新聞 平成 23 年 5 月 12 日(木)第 40 号  

 4

い。 

 なお、あらかじめ持ち出す物品等を書き出したメモを

持参すると、作業をより円滑に進めることができます。 

 

４．一時立入りの実施方法 

 参加する住民の方々は、指定された場所からの送迎

バス又は自家用車にて、一時立入りの出発点となる中

継基地に集合します。中継基地では、警戒区域内に立

ち入るために必要な装備類（防護スーツ、マスク、手袋、

靴カバー、線量計、トランシーバー、持出し物品を入れ

るビニール袋など）を受け取り、使用方法の説明を聞き

装備を身に付けます。靴カバーはビニール製で滑りや

すいため、注意が必要です。 

 その後、地区ごとに専用バスで警戒区域内の住居近

くまで移動し、そこから自宅へ徒歩で向かいます。なお

当日は、専用バスで自宅に向かう際、所定の小袋を用

意しますので、カメラや心臓病等の携行備薬など最小

限のものはそこに入れて持ち込むことができます（ただ

し、戻った際の検査の結果次第でお預かりする場合が

あります）。 

 現地での滞在時間は約2時間です。自宅から出てバ

スの乗車場所に集合し、人数確認の上、中継基地に向

け出発します。中継基地と住居との往復の時間は、中

継基地で行う検査（スクリーニング）等を含め、4～5 時

間程度を予定しています。 

 中継基地に到着したら、身体及び持ち出した物品の

放射線量を計測します。汚染が確認された場合は、拭

取り、洗浄等の汚染除去作業を行います。それでも汚

染除去が十分にできなかった場合は、その物品を廃

棄せざるを得ない場合があります。 

 その後、防護スーツ等を脱ぎ、必要に応じ着替え、送

迎バス又は自家用車にて現在の居住地に向け出発し

ます。 

 

５．一時立入りに関する注意事項 

 一時立入りに際しては、参加する方々の安全を確保

するとともに、参加される多くの方々の立入りをスムー

ズに実施するため、以下の点に注意して下さい。 

 

○中継基地を出発した後は、原則として、中継基地に

戻り検査が終了するまでトイレの使用及び食事はでき

ません。また、行きの専用バスの中では水を飲めます

が、戻りのバス内では汚染防止のため、原則として水

は飲めません。 

 

○地震等により自宅に壊れた部分があるなどの場合は、

入る際に安全に十分注意し、入ることが危険である場

合は入らないで下さい。また、室内に割れ物などが散

乱していることも考えられますので、怪我をしないよう

十分注意して下さい。 

 

○持出し品は、支給されるビニール袋(70cm×70cm

程度)一枚に入る量として下さい。 

 

○ペット、家畜、食品等を持ち出すことはできません。 

 

○他の参加者の迷惑にならないよう、自宅から専用バ

ス（警戒区域内の集合場所）に戻る際の時間は厳守し

て下さい。 

 

○その他、一時立入りに際しては、引率者及び安全管

理者など係員の指示に従って下さい。 

 

６．一時立入り希望者の募集 

 一時立入りを希望される方は 5月13日に開設される

「福島県警戒区域一時立入り受付センター」（一時立入

り受付センター）に電話の上、登録手続きを行ってくだ

さい。登録に際しては、氏名・生年月日・警戒区域内の

住所・現住所・（緊急）連絡先等をお知らせ下さい。 

 なお、一時立入り者は一世帯当たり原則一人ですが、

安全上の理由等により特に市町村長が認めた場合は、

二人まで参加できます。 

 

一時立入り受付センター電話番号：0120-208-066（5

月13日～） 

受付時間：午前８時～午後１０時（土日祝日も受付） 

 

（注）上記のご案内の内容については、一時立入りの

実施に伴う経験等を踏まえ、修正を行うことがありま

す。 

 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    

「負けてらんにぇ！みんなでなんとかすっぺブログ」

のダンボールのパソコンデスク（和風）は傑作です。廃

棄も簡単そうですし販売すれば売れるかも。(^^) 

どんな時もユーモアが大事なのだと勉強いたしまし

た。 


