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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日夜日夜日夜日夜    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 21:57:52 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/c902806be5390a

0bbfd4c405826ed2e4 

駅ひがし商店会の集まりから、今帰ってきました。みな

さんお元気そうでなによりでした。今年の商店会の運

営は昨年度からの継続とし、決算を来年２期一緒にす

ることになりました。会長は副会長が代行すること、三

役にて今後の運営方法を決めて報告していくことにな

りました。 

その後の慰労会にて、それぞれの災害時から今日に

いたるまでの避難経験の話、お客さん、知り合い、親

戚等の話などどれもつらい話から運よく助かった話な

どさまざまな体験談ありの尽きぬ話で時間が過ぎてし

まいました。 

たた、皆さん今後の展開、展望が描くことがいまだでき

ずにいる、不安と苛立ちでストレスからノイローゼになり

そうです。原因は今まだ、終息しない原発にあるのは

確かなことで、賠償金の話になっても現実味が感じら

れず、どうしていくのか、戸惑っています。貰えるとして

もそれまで持つかな、企業にも仮払金が欲しいところ

です。 

今はこの町の製造業が工場が稼働して雇用を守り、人

が帰ってくることが明るくすることです。 

丸三製紙は７月稼働予定だそうです。 

でも、キッコーマンはもとから撤退予定でしたが、今ま

で作って在庫していた商品を廃棄処分するそうですが、

訳は放射線、放射能にさらされたからだそうで

す。？？放射線の値この町より高いところがあるのにこ

こはダメで、高い所で作った商品は良いのか？不思議

です。考えられるのはこの町が南相馬市だからだけで

すよね。風評被害を心配してかな？ 廃棄処分するな

ら南相馬市の市民に配給すればいいのに、私たち喜

んでいただきます。 

 

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１２１２１２１２日朝日朝日朝日朝                     2011-05-12 05:27:27 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/61bb1d624fae94

1751c17df9aa88d3b9 

一昨日から、家内のお姉さん夫婦が泊りに来ています。

当店のお米を作っていただいていましたが、今は家が

警戒区域に入った為、放浪の旅？に出ています。最初

はいわき市の避難所にいましたが、今は福島市に居る

県職員の娘のアパートで泊まったり、温泉旅館に行っ

たり、当家に来たり、あちこち移動しながら生活してい

ます。お姉さんは元教員、お兄さんは元競輪の理事だ

ったので、生活には金銭的には困らないようですが、

今まだ、落ち着き先を決めないのは、家が２０ｋ圏内ギ

リギリにあり、海側にある為放射線の値も低いので（当

店は原発の北、お兄さんの家は南の楢葉町） 

そのうち解除になって家に帰れるかもとの思いがある

ようです。現にいわき市の一部が３０ｋ圏内でも屋内退

避から解除されたので放射線の値から低い地域を限

れば解除になる可能性も有りそうと言っています。 

でも、仮設住宅の申込み書を貰ってきていました。 

 

仮設住宅、南相馬市鹿島区で３５００戸作っています。

大和（ダイワ）と言う会社が請け負っているそうです。 

地元の業者が下請けで入っています。仮設に入れる

鍋、フライパン、コタツ、包丁、掃除用具など、地元の

業者に市商連を通して入札しないかと連絡がありまし

たが、当店には残念ながら扱っていない商品なので参

加しません。 

元より業者決まっているとの事ですし、こんな時だから

みんなに声かけなくては悪いと思ったのでしょう。 

 

最近、新潟のある避難先で南相馬市からの避難してい

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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る人達の評判が良くないと聞きました。一部の人だと思

いますが、そんな話を聞くと残念だし心配です。 

 

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

縁合縁合縁合縁合ってってってって    ・・・・・・・・・・・・    

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。  2011-05-12 19:51:09  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/ab2c0

e046426995aaf35f822b2b6a1f5 

 

袖振り合うも多生の縁・・・という古いことわざがあります。 

 

人と人とのつながりほど不思議なものはありません。 

 

このことがなかったならば 

その人とは この世で永遠に知り合うことはなかったで

しょう。 

 

考えてみれば 

人びとは 大きな運命の中で 

  縁の糸で操られれているとも思えます。 

 

こうしたことを思うと 

人と人とのつながりというものは 

個人の意志や考えで 簡単に切れるものではなく 

もっともっと次元の高いものに左右されている 

  ・・・ そんな気がしてきます。 

 

であるとすれば ・・・ 

お互いに 人間関係を 

  もう少し 大事にしたいし 

 

  もう少し ありがたいものと考えたいですね。 

 

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

    

両陛下御来県両陛下御来県両陛下御来県両陛下御来県        

ゆっ太郎 (2011.05.12 01:55) 

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/2942.html 

天皇陛下、皇后陛下が 5/11に御来県いただき 

相馬市内の避難所に避難されている方々に 

お時間をおかけになり、ひとりひとり、お気遣い下さり 

津波の被害の爪痕が今なお残る原釜では 

小雨模様の天候の中 

差されていた傘を、お外しになり 

犠牲になられた多くの方々へ黙礼をお捧げになられま

した。 

  

 

  

  

 

############################################# 
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＜＜＜＜原町区原町区原町区原町区＞＞＞＞5555 月月月月 12121212 日日日日のののの活動報告活動報告活動報告活動報告        

南相馬市災害南相馬市災害南相馬市災害南相馬市災害ボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターボランティアセンターののののブログブログブログブログ （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。） 

2011-05-12 17:52:32 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10889517600.html 

みなさん今日も一日お疲れ様でした。 

今日は肌寒い一日でした。 

作業が終わるころから雨が降り出してしまいました。 

震災後一番の大雨となるようです。 

みなさん気を付けてくださいね。 

 

今日の活動者数は 

134名（県内38名 県外96名）でした。 

どうもありがとうございました。 

普段は個人での参加が多いのですが、今日は団体様

が来てくれました。 

GW が終了しボランティアさんの数が少なくなってる中

で団体での参加は大変助かります。 

是非お友達を誘ってのご参加もお待ちしております。 

 

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

こどものこどものこどものこどもの日日日日♪♪♪♪        ☆☆☆☆ふぁみりぃふぁみりぃふぁみりぃふぁみりぃ通信通信通信通信☆☆☆☆    2011 年 05 月 05 日    

二人の娘を持つお母ちゃんのドタバタ育児日記（編集者解

説：南相馬市原町区の緊急時避難区域から親子で避難中）   

http://chisa-nachu.sblo.jp/article/44894996.html  

  

今日はこどもの日。 

 

 

 

 

 

 午後からおばとカルチャ

ーパークに行って来たよ 

 

 

 いろんな乗り物に乗って

楽しかったよ。 

 

 また行きたいね。 

 

    

安定安定安定安定剤剤剤剤とととと睡眠薬睡眠薬睡眠薬睡眠薬        

☆ふぁみりぃ通信☆        2011 年 05 月 08 日    

http://chisa-nachu.sblo.jp/article/45002041.html 

 

昨日避難所に往診に来て下さった心療内科の先生に

お願いして処方して貰ったが届いた。これで少しでも

落ち着くといいんだけど 

 

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

【【【【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】】】】     

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

saku0507.jsp 

写真で見る東日本大震災 

（陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊陸上自衛隊によるによるによるによる小高区小高区小高区小高区のののの捜索捜索捜索捜索）  

 【2011年5月7日】 

 圏内で警戒区域に指定された福島第一原子力発電

所から半径 20km 圏内の行方不明者の捜索が続けら

れています。 

 捜索には、第 12 旅団第 13 普通科連隊（長野県）や

第 12 特科隊（栃木県）、第 1 空挺団（千葉県）、第 30

普通科連隊本管中隊（新潟県）が当たり、隊員の皆さん

は、防護服を着用したり川に入ったりしながら捜索活動

を進めています。 

【宮田川】   

  

▲宮田川を捜索（宮田川橋付近）▲宮田川への排水作業 

【角部内】 
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【村上】  

  

【塚原】     

     

     
    

【【【【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 （H23.5.12 10:00 現在） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/shinsai2/ichiji_t

achiiri_jigyosyotou.jsp 

●一時立入りについて（事業所等） 

 

１．概要 

警戒区域（東京電力福島第一原子力発電所から半径２

０キロメートル圏内）へ『立ち入りができなければ著しく

公益を損なうことが見込まれる者』については、一時立

入りが認められることとなりました。（公益目的での一時

立入り許可） 

 

２．対象者の条件（公益に資する立入り） 

（１）病院のカルテ等、それがなければ避難住民の健

康の維持が著しく困難になる資料等を持ち出すために

立入る場合。 

（２）以下の事業者が、事業の継続や雇用の維持のた

めに必要な重要物品等を持ち出すために立ち入る場

合 

 

1 市場におけるシェア、オンリーワン技術など、全国又

は当該地域において重要な生産活動を行っている事

業者 

2 生活必需品はじめ住民生活に密着した製品を製造

している事業者 

3 地域の雇用に大きく貢献している事業者 

4 震災復興に関連する事業活動を行っている事業者 

5 地域経済を支える重要な活動を行っている事業者 

 

３．申請から許可までの流れ 

 事業者が市町村に申請→市町村と福島県原子力災

害対策センター（オフサイトセンター）で計画内容調整

（公益性の確認やスクリーニングの混雑の調整）→「作

業計画」に必要な修正や条件を付し許可→事業者に

許可書を送付 

 

【問合せ先】 

南相馬市経済部商工労政課 

電話 0244-24-5264  

Fax 0244-23-7420  

Email syokorosei@city.minamisoma.lg.jp 

 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    

南相馬市役所のホームページで紹介されている自

衛隊の活動の写真、ただただ頭が下がります。 


