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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１５１５１５１５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！  2011-05-15 05:23:18 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2d85dc6f8f045d

cc791e978b03dc29cf 

今日は震災以来、初の日曜日の営業です。いままで、

人手が無く、忙しかったので、日曜日に休業していまし

たが、多くのお店が再開し、バブルが終わったので、

従業員も交代で休みが取れるようになり、出来るだけ

前のように営業していきたいのですが、まだ夕方のお

客さんの状態が把握できなくて、６時閉店にしていま

す。 

 

南祖相馬市原町区の新聞（福島民報）の配達部数は現

在４０００部だそうです。当店でもチラシを配布していま

したが、震災前は原町区だけで民報、民友合わせて、

１６５００部だったと思います。民友は民報より少ないか

ら全部で６０００から７０００部ぐらいかな。会社、企業は

配達していまいようです。でも新聞を届けてくださいと

連絡した世帯だけ配達しているようなので、帰っている

世帯はこれよりは多いそうですが、そういば当店には

読売新聞が来て、民友がきません。たぶん間違えて配

達しているようです。めんどくさいので連絡もしていま

せんし、震災以来、新聞を見る習慣を無くしたようで、

来てても見ない日もあります。 

地元での行事が何もないから、そういった記事が載ら

ないからかも、いつもの年なら運動会の季節ですが、

今年はなさそうです、隣町の相馬市では来週の土曜日

にあるようです。少年野球の大会も毎週のように開催さ

れているのに、中体連も参加できないようだし、高校の

各スポーツ競技も出来なさそうだし、だんだん時間が

経つにつれ、個人も企業も新たな悪い影響が出てくる

ようで心配です。一番心配なのは、（精神的なメンタル

的なものが）、これから、今までの災害、震災では経験

したことが無いような異常な社会状況の中での生活が

どうなっていくのか、住民の人たちが正常で、平静でい

られるのかが、心配です。 

 

これからは、物資の支援ではなく、精神的な支援が必

要になってくると思います、歌謡、演劇、演奏、お祭り、

いろいろな祭典、多くの人が集まって感動を共有出来

るような行事がないと、人と人の触れ合が出来る様な事

が、この町で行われないとますます人がこの町を捨て

て出て行ってしまいそうで、心配です。取り返しの出来

ない前に何か考え無ければ。誰かこの町に精神的な

潤いをください。 

 

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１５１５１５１５日夜日夜日夜日夜                     2011-05-15 18:43:47 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/0fa1214fb22060

bc367f99bba7ffe4e0 

丸三製紙の追加情報が入りました。現在、片づけ作業

と共に再開に向けて準備中ですが、問題の排水施設

は前に使っていた古い水路が使えることがわかり、そ

れを使って操業するようです、が、若い従業員が（子供

のいる世帯）避難していて、帰って来ないかもとの事で、

人手が足りないようです。なかなか上手くいかないもの

ですね。 

今の在庫は放射線の影響がないことがわかり、出荷し

ているそうです。自動車関連の製品が早く欲しいと要

求があるようです。  

 

ＮＨＫの女性の記者が南相馬市の市役所に取材に来

たついでに、当店に寄られました。相馬市に拠点を置

いて、交代で取材しているそうです。たいした事はお

話しできませんでしたが、前は報道協定があるとかで、

３０ｋ圏内に取材に来られませんと言う、放送局もありま

したが、今は大丈夫のようです。自分の足で、目で取

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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材し確認し正確な情報を伝えて頂きたいものです。 

 

今日、相馬市で高校のバスケットの大会があったようで

す、参加校の詳細な情報はわかりませんが、決勝戦女

子は相馬高校と相馬東で相馬高校が勝って、男子は

小高工業と相馬東で僅差で小高工業が勝ったそうで

す。 

 

野球では、新地高校と相馬高校、相馬東の３校で試合

があったようです。２９日には相双地区の高校野球の

大会があるようです。詳しくわかり次第、ブログにて紹

介します。 

 

南相馬市市立病院が入院患者の受け入れを再開する

ようです。脳梗塞関係の患者さん優先のようですが、そ

の為に給食を作るとの事で、当店に栄養士さんが買い

物に来ました。３月末までは日清医療が給食を請け負

っていましたが、４月からはシダックスに代わる予定だ

ったようですが、今回はまだ来ないので、栄養士さんと

ボランティアで給食を作るようです。民間の大町病院が

救急、入院を再開していますから、市も考えたのでしょ

う。行政は何より市民の生命を守らなくてはダメですよ

ね。 

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

安安安安らいらいらいらい    

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。  2011-05-15 17:14:41  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/cccb1

4f70455be288f9378e6357fbd67 

 

得心がいくようになりました。 

 

大切なのは ・・・ 

「はじめっからなかったと思う」ということです。 

 

こういう（苦しい）ときには 

「はじめっからなかった」という目で見直せばいい。 

 

・・・ たとえ どういうことが起きようと。 

 

私自身が生まれる前に 

両親が「今度の子は堕（お）ろそう」 

ということで 堕ろされてしまえば 

いまの私は この世にいないのです。 ＊ 

 

「なぜ堕ろしやがった」と文句をつけようにも 

生まれていなければ どうしようもありません。 

 

あるいは 一転して 

私自身が棺桶に入ってしまった時点から見直してもいい。 

死んでしまえば もうどうしようもありません。 

 

生まれてこない という時点と 

とうとう死んだ という時点 ・・・ 

この二つから見直せば 

どんな苦しみも 相（すがた）が変わってきます。 

 

・・・ 安らいできますね。 

 

 

＊私は 戦時中に８人きょうだいの末っ子として生まれてお

ります。 

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

沖縄沖縄沖縄沖縄・・・・石石石石垣島垣島垣島垣島からからからから””””絆絆絆絆””””のののの贈贈贈贈りものりものりものりもの    

ゆっ太郎 (2011.05.14 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/2958.html 

 

先日(5/6)、30km 圏外の南相馬市鹿島区でたくさんの

こどもたちが待ちに待った再開園を迎えたよつば保育

園・北町保育園・聖愛保育園、3園合同の『なかよし』保

育園。 

［相双ゆた どさ］：南相馬鹿島区で保育園再開

(2011.5.10掲載) 

よつば保育園の副園長、近藤能之さんのブログ 

［ヨシユキ副園長 青雲ブログ］ 
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(URL：http://yotsuba-ho.seesaa.net/) 

を、ご覧になった方から、支援物資提供の連絡があっ

たそうです。 

 

必要としているものをたずねられた近藤副園長は 

思いつくままに何気なくリクエストしたところ 

約束の時間に提供を申し出られた方々が到着。 

2t トラックの荷台に満載の支援物資。 

 
  ・トイレットペーパー ・ティッシュペーパー 

  ・粉ミルク ・紙オムツ 

  ・おしりナップ ・手指消毒ジェル 

  ・幼児用マスク ・幼児用お菓子 

  ・ポカリスエット ・バーベキューコンロ 

  ・木炭 ・野菜各種 

  ・果物各種 ・絵本各種 

  総数は、”大量”だそうです。 

(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。) 

 

近藤副園長が、物資のお礼と提供への経緯をうかがっ

たところ沖縄の石垣島から、副園長のブログをお読み

になり「必要としているところへ、必要なものを」と、今回

のご訪問となりました。 

 

石垣島から名古屋に飛んで名古屋から新潟へ、新潟

から会津に向かい会津で2tトラックをレンタル、支援物

資調達して南相馬へ。 

   

(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。) 

こちらの皆さん、この日は南相馬で宿泊され翌日瓦礫

撤去等のボランティア活動もしていただいたそうです。 

 

このまま帰っていただくわけには行かないと、近藤副

園長。 

なかよし保育園のこどもたちに会ってもらえるよう、お

願いしました。 

 

贈りものを届けていただいた皆さんとこどもたちが記念

の撮影。 

  

『こどもたちの未来のために使って欲しくて届けにやっ

てきました』 

園の先生方、こどもたちと、お礼のために集まった保護

者への石垣島からお越しいただいた皆さんからのメッ

セージです。 

 

こどもたちからも、贈りもののお礼にいっしょうけんめい

つくった『手作り色紙』と『ありがとうメダル』 

  

園児の保護者からも、お礼の気持ちを伝えたいと相馬

野馬追をデザインした、畳表の名刺入れを 

 

 

こどもたちへの挨拶の中でも「石垣島の名もない、ひと

りのおじさん」で通そうとしていた皆さん。 
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近藤副園長が教えてくれました。 

沖縄県石垣島でダイビングショップをなさっている高木 

英吾(たかぎ えいご)さん、清田さん ショップのお客さ

んで、会津の小林 誠一(こばやし せいいち)さん、平

野さん 4人で物資を届けてくださいました。 

［石垣島ダイビングショップ・Breeze 石垣島ダイビング

サービス］ (URL：http://breeze-ishigaki.com/) 

 

スタッフの皆さんと、ショップのお客さん。 

有志で募金を募り、こどもたちへのプレゼント。 

「こどもたちへ使ってください」と義援金まで手渡された

そうです。 

相双への絆の輪は、ひろがっています。 

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

＜＜＜＜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☆☆☆☆        

南南南南相馬市災害相馬市災害相馬市災害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。） 

2011-05-15 16:24:23 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10892564687.html 

 

今日も活動お疲れ様でしたm(__)m 

今日の南相馬は、ポカポカ陽気 

風も穏やかでしたが、なぜか昨日報告したテントは今

日も組み立てませんでした... 

 

さて！今日の活動者数

は 

153 名（県内 36 名、県

外117名） 

 

 

 

 

 

 

 

そして、原町区のボランティアセンターでは、 

活動リーダーの方に 

こんな可愛い装備品を付けていただいています！ 

 

それは........ 

じゃじゃん！ 

 

一目で【リーダー！】

とわかりますね☆ 

 

この土日は、本当に

沢山の方にお越しい

ただきました！ 

ずっと伺えずにいた

お宅にも、行くことが

出来ました。 

北は北海道から南は

沖縄まで、全国から

沢山の方々に連日

お越しいただいてい

ます！ 

 

さみしい別れもあり、また新たな出会いがあり、再会が

あり、 という毎日です。 

 

是非、こちらで活動をされた方、 

感想や経験談などをmail ください☆ 

（総務/ホームページ作成係宛て） 

機会があれば、このブログページで紹介させて頂きま

すね♪ 

 

明日からもまた平日ですが、託児のボランティアさんや、

引き続きガレキの撤去/泥出し、遺留品の洗浄や展示、

配送、避難所のお手伝いなど、沢山の活動がありま

す！ 

また、明日もよろしくお願いします！m(__)m 

 

【text by ライカ】←たまに週末に出現します。次は 2 週間

後☆see you again!! 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    

新潟県長岡市ではこの土日にイベントがいくつか開

催され大勢の人が出かけました。自粛・経費削減もわ

かりますが、気持ちの高揚・人との繋がり・消費拡大に

も繋がるイベントもまた様々に大事なようです。 


