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放射線の心配でストレスを感じるのなら、安全な地域で
生活することです。
自宅以外の地に行って生活にストレスを感じるのなら
自宅で生活する。
生活の為に仕事を優先するなら、仕事が出来る所で生
活する。工夫する。
家族によって優先順位が違うと思いますが、安全が一
番かな。ただ、南相馬市の原町区内に１ヶ月前には２０
２０人ほどの小、中学生がいると書きましたが、今も戻
って来ている人もいるようです。

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
内容は
内容は
個人の
個人の意見であり
意見であり公
であり公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
正式な
正式な指針は
指針は政府が出します、そち
政府
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。

３０ｋ圏外で生活するために（若い家族特に小学校前
のお子さんがいる家庭）住宅費に補助金が出るように
なって、仙台市の方にアパートを借りる家族が増えて
いるようです。ただ、お父さんはそこから仕事のある南
相馬市に通っているか、平日はこちらの家にいて仕事
に行き、休みには仙台の家族の元に帰る生活のようで
す。

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
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南相馬市から
南相馬市から５
から５月１６日朝
１６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！ 2011-05-16 05:23:26
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/b1f072095b835a
cf5ba9a4e7a423c919

苗木を取りに鹿島区に行ってきました、その途中に仮
設住宅が２か所で出来ていました。

南相馬市に住んでいて大丈夫なのか？
放射線の値は海側平地の大半では、０，５マイクロシー
ベルト前後でしょう。ただ、山の近くに行くと２シーベル
トの所もあるようです。福島。郡山に避難して住むより、
南相馬市原町区の方がいいと言って戻って来ていま
すが、お子さんのいる方はやはり心配ですよね。

高速道路の工事もしているようです。

当店の従業員（女性）も小さな子供がいますが、一時青
森に避難していましたが、家族と戻って来て、働いて
いますが、周りの人から、子供さん大丈夫？と言われる
ので、心配になってきているようです。
働いて稼がないと生活していていけないから、頑張っ
ているのだが、子供のからだの事も心配だし、どうした
らよいか迷っているようです。
決してここに住んでいて１００％大丈夫とは誰にも言え
ないから、やはり自分で決めて決断するしかないので
すが、いなくなると、当店は困りますが。中心メンバー
ですから、頼りにしているので。

南相馬市から
南相馬市から５
から５月１６日夜
１６日夜

2011-05-16 18:52:10
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/1a8906de93291d
0fcb2dde971545aa92
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今日は、原町中央青果市場の役員会がありました。さ
すが、超優良会社は違います。売り上げ大幅ダウンで
も、ビクともしません。これまでの蓄積された利益があり、
１年ぐらいは大丈夫そうです。東電の賠償金が入れば、
トントンになるのかな？働いている従業員の皆さんは
恵まれていますね。多くの会社が泣く泣く従業員を解
雇せざるえない状況の中、これまでと同じ待遇で就業
できるのですから、今以上に農家と小売りを繋ぐ懸け
橋として業務に励んでいただきたいものです。ただ、
賠償金は入っても南方面の業者が壊滅状態ですから、
これまでの売り上げを作っていこうとするなら、新しい
販売先、ビジネスを開拓、展開していかないと、難しい
でしょう。これからが、従業員の真価が問われることで
しょう。もう甘えは許されないでしょう。

た、お土産を頂きました。明日から、仕事だそうです。
仙台までは、造るようです。
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【 ３園合同臨時保育園開園 in 鹿島区初日!!
鹿島区初日!! 】
2011 年 05 月 10 日（新連載につき合同の記事から開始です）
【新連載！】
新連載！】ヨシユキ
！】ヨシユキ副園長
ヨシユキ副園長 よつば青雲
よつば青雲ブログ
青雲ブログ
http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/200910466.html

５月６日(月)
待ちに待った臨時保育園(in 鹿島区)が初日を迎えまし
た。 朝７時開園です。
玄関前に立って、園児が登園してくるのを待ちました。
さあー、一番乗りは誰かなー?? よつばファミリーかな?
…キターッ!!!! 一番乗りは…関
口颯奏くんでした～!! 記念にパ
チリ!!
おー２ヶ月ぶりに会ったら、な
んかお兄ちゃんになったんじゃ
ない?
思わず、送ってきたお父さんと一
緒にジーンときて涙ぐんでしまい
ました。お父さんにとっても感無
量だったのでしょう。

うれしい話。原町高校対相馬高校の野球の定期戦が５
月２５日水曜日に相馬市の二の丸球場でナイターで開
催されるようです。毎年楽しみにしている対戦なので、
ぜひ見に行きたいです。二の丸球場と原町球場を一
年交代での開催ですが、今年は相馬の二の丸になり
ました。
当家の二男が２年生の時、二の丸での開催でしたが、
５対４で負けていましたが、９回表最終回１アウトから４
番西野ツーワンから見事に左中間へのホームランを打
って同点として、延長に入り逆転して勝ちました。私は
１塁側の相馬高校のスタンドから見ていました。１塁側
からの方が打つところがビデオで撮りやすいからです。
絶対この試合息子がホームラン打つような気がしてい
たので、そっと相馬高校の父兄に紛れていましたが、
ホームランを打った瞬間思わずバンザイしてしまい、
ばれてしまいました。いまでも思い出すと興奮してしま
います。
選手たちも定期戦は気合が入る試合のはずです。面
白いですよ。

スタートは、よつば保育園(乳児園含)園児２２名・北町
保育所園児４名・原町聖愛保育園６名の合計３２名からです。
この３園の子どもたち・保育士がこの仮園舎１か所の中
で一緒に合同保育していくのです。
しかも私立保育園で別法人を含む３園が合同保育する
…ことは、日本初!?ではないでしょうか。
普通はあり得ませんよね。それぞれ方針ややり方や特
色が違うのですから。
でも、この緊急時、力を合わせて子どもたちのために
がんばることにしました。
それぞれの良さがでてくることがベストですね。
まずは各園から職員のご紹介。

当店の近くに王子運送という、結構大手の運送会社が
ありますが、残念ながら、この町から撤退するようです。
多くの人が解雇されるようです。あまり、こういう話は聞
きたくないですよね。

よつば保育園職
員の皆さん

青森から南相馬市の高速道路建設に来ていたお客さ
んが、今日帰って来ましたと、あいさつに来られました。
いつも夕食のおかずを作って差し上げていたので、ま
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福 島 テ レ ビ
(FTV)の関口ア
ナがまたまた特
番の取材におい
でいただきまし
た。

よ つ ば 保育園
(乳児園分園)職
員の皆さん

それでは楽しい保育の様子をどうぞご覧くださいね!!
久しぶりに会
うお友達との
遊びはとって
も楽しそう!!

北町保育所職員
の皆さん

いよいよお楽しみの給食タ～イム!!!
初日のメニュ
ーは、カレー
ラ イ ス & わか
めスープ&バ
ナナ＆チー
ズです。

原町聖愛保育園
職員の皆さん

みんなで食べ
る久しぶ りの
給食はやっぱ
りおいしく感じ
るね。
おかわり続出
でした。
食べ終わったら、いつもの通りお昼寝タイムです。

寺内地区の区長
さん と、男山神
社の宮司さんと、
智之先生とヨシ
ユキせんせい
今回は区長さん
と宮司さんおよ
び地域の皆さん
の厚いご支援が
あって寺内公民館をお借りすることができましたこと、
改めて感謝申し上げます。
そして今日は初日だけに、特別ゲストもおいで頂きまし
たよ。
南相馬市教育委
員会の青木教育
長さんからもご
挨拶いただきま
した。

やっぱり、子どもは子ども同
士で一緒に集団の中で遊ぶ
ことが大事なんですね。
それにしても、初日だという
のに思った以上に子どもた
ちは泣き続けませんでした。
初日は先生の方が多く見え
るくらい配置した効果が出た
のかもしれませんね。
きっと慣れた先生方がたくさ
んいてくれたことが大きかっ
たと思います。
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津波で被害を受けた家のガレキ撤去・泥出しですが、
これまでおよそ延２，０００人ものボランティアさんの協
力により、かなりきれいになりました。感謝です！
「（依頼主より）一度は住むことをあきらめたが、きれい
になった家を見てがんばる気持ちになった」
「こんなに全国の人に助けてもらって、本当にありがた
い！（地元の）俺達も、何かやらなくては」との声も多く
寄せられてます！

これが、知らない保育園・知らない先生方ばかりという
状態で初日を迎えたらこのように早く慣れることはなか
ったでしょうね。
保護者の方々も口を揃えて同じことを言ってましたね。
避難先で… 赤ちゃん返りしてしまった。。。
親から離れないようになってしまった。。
甘やかしてしまったせいか、わがままになってしまった。。
あまりしゃべらなくなってしまった。。。
夜泣きがひどくなった。。。
などなど、気持ちが不安定になった子どもが多く見ら
れました。
もちろん、親の精神状態も然り…ですね。
そのような中で、親も子も集まれる場所…臨時保育園と
はいえ、やっと開園して再会することができたわけです
から…喜びもひとしおです。
私自身としては、まだ“大喜び”…というよりは“まずは
一安心”という気持ちです。
喜びの涙を流すのは、原町区の本園・新設園での再
開が決まって、そこで卒園児含めみんなと再会できた
時ですよ。
それまで、涙はしまっておきます。
でも、“日本一遅い卒園式”ではとめどなく溢れ出してく
る滝のような涙を止めることはできないでしょうね。
でも、この臨時保育園の開園は、大きく踏み出した一
歩になったのは間違いないと思っています。
ご支援いただける方も含めて、みんなの力を結集して
いけば必ず道は拓ける
…と力がみなぎってくるのです。

昨日までで依頼を受けた片付けは、ほぼ完了しました。
今後は、期日指定の依頼や避難してて留守宅からの
依頼が来るのを待つ感じです。今日１６日（月）の作業
はありませんが、細々と続けていきます。
託寺(児)は、保育所・幼稚園が再開する前の４月に始
めました。鹿島区の保育所が再開、６月には幼稚園も
再開予定とのことです。現在お預かりしているお子さん
は約１０名まで減りました。保育所・幼稚園での受入状
況がが気になります。５月いっぱいは継続しますので、
楽しいプログラムの提供をお待ちしております☆
復旧は一段落し、次は“復興支援”のステージに進み
ます
高齢者や障がい者が仮設住宅へ入居する際の引越し
支援や、訪問等による心のケア、まちが元気になるイ
ベントのコーディネートなどが考えられます。
これから長い復興に向けた道が続きます。支援ニーズ
は多岐多様で、日ごとに変化していくと思われます。こ
れかも皆様のお力と知恵をお貸しください。よろしくお
願いいたします。
今後、具体的な活動内容を、ブログやツイッターにアッ
プしていきます

真紀子園長もインタビューで言っていましたが
『今日という日を忘れることはできない』でしょうね。
そうそう、この臨時保育園の名称が決まりましたよ。
【 なかよし保育園 】です。
みんなこれからも“なかよし”でいきましょうね!!!
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編集より
編集より
昨日から新潟県内に来られている南相馬市の桜井市
長が今日は長岡市
内にも来られ、朝
から北部体育館・
南部体育館を訪問
されていまし た 。

（編集より：楽しい写真が他にもいっぱいありましたがスペ
ースの都合上カットさせていただきました。）
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現況報告

2011-05-16 01:39:20
南相馬市災害ボランティアセンター
南相馬市災害ボランティアセンターの
ボランティアセンターのブログ
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10893081619.html

（写真は南部体育館）

震災から早２ヶ月が経過しました。
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