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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１７１７１７１７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！  2011-05-17 05:22:18 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/aee7cabdc15895

0925c044d45617f959 

野菜作ったら、売ってくれますか？ 売れますか？  

と最近農家の方に聞かれます。 

 

売ります！ 売れますよ！ 他では売れなくても、地元

で売りましょう。 ただし、安全が確かめられればです

が。 

当たり前の話ですが、別に放射能だけの話ではなく、

前にも、農薬の残量の事もありましたし、安全が第一で

すが。 

 

その安全を確かめるのが、難しいようです。作物の放

射能を調べる機械が福島県には無く？、茨城だか千

葉で調べていたそうですが、やっと６月中旬頃に福島

の中通りに４台入るようですが、ここは３０ｋ圏内、これま

では、ここで作った野菜は調べてもらえないようです、

今は国が３０ｋ圏内では何もするなと、何かしても、無視

ですな。 

すべてが画一的な２０ｋから３０ｋ圏内の規制区域は何

もできないぞと国が言っているわけです。 

 

しかし、ここにきて、野菜は作ってもいいと言って来て

いるようなので、画一的な場所の規制が７月頃には解

かれるのではないかと言われる人が（農協の関係者）

いました。 

やはり、農家の皆さんは、今年は米作りは出来ないの

で、せめて野菜は作りたいと考えていると思います。 

何もしないでは、いられないですよね。 

 

最近、特に損害賠償の話がでてきますが、みなさん、

具体的にどうしていこうか、思案中のようです。 

農協、漁協、または各業界団体でまとめて出すとか、し

かし、われわれ商業者は商工会議所の話では、個別

に出してくださいとの事だし、まだまだ、混迷、混乱、

するようです。 

 

そういえば、銀行の借入返済を今、止めて頂いていま

すが、そろそろ、入れてくださいと連絡がきました。 

地元では状況を理解しているが、本店（他県の大手銀

行ですが）では返済が滞っていると、記録に残ってしま

い、今後の取引状況に影響が出てくるとの事です。な

んと、お国のような体様ですな。創業以来２８年の付き

合いですが、特に今まで事故もなく、取引してきました

が、こんな状況の時にこそ画一的でない、心ある対応

を求めます。 

 

従弟が岐阜にある大垣共立銀行の支店長なので、い

ろいろ聞きましたが、たしかに、建前は銀行の態様は

どこも同じなのでしょう、最後は経営トップの判断になる

が、こんな時は地元の金融機関の方が、親身になって

くれるようです。だって同じ被災者だから、同じ境遇を

共用しているから、気持ちが分かり合えるからでしょう。 

業者にも損害仮払金を早く、皆そう思っていると思いま

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１７１７１７１７日夜日夜日夜日夜                     2011-05-17 19:18:53 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/59624f23d7332d

763e04b1b3bcc1d0d4 

今日、仙台に行って来ました。息子夫婦が今現在、離

れて生活しているので、どうしようかと、考えていました

が、一番は孫の釉月の安心、安全、な生活ですが、今

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であであでありりり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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は一時、札幌に避難していますが、どうやら長期戦に

なりそうなので、息子たちの生活環境を考えようと、市

役所の人に相談したら、３０ｋ圏外でアパートを借りたら

家賃を立て替えて支払してくれるとの事で、不動産屋

さんに聞いたら、近くの町ではもうイッパイで、部屋が

無いとのことなので、仙台市に探しに行って来ました。

１件目の不動産屋では、物件がありませんでした。物

件があっても大家さんがこの制度での賃貸をしたくな

いとの事で、ダメでした。２件目も物件が紹介もありませ

んでした。３人家族用だと、１ＬＤＫか２ＤＫ、２ＬＤＫ、で

探さなくてはとの制約があるので、ほとんどの物件がも

う決まってしまっているようでした。 

 

あきらめかけて、もう一軒だけ行ってダメならあきらめよ

うと、行ってみたら、なんとそこの担当者が以前南相馬

市に居たとかで、今回の制度で南相馬市の方に物件

紹介していて、制度のやり方も熟知しているようで、親

身になって対応していただき、出てくる、出てくる、なん

で他では物件無いと言っていたのに、ここでは、８件ほ

ど物件紹介をうけました。その中で、一番新しい物件で、

南相馬市からのアクセスが良く、近くに大きな公園があ

る、物件に決めました。１ＬＤＫですが、リビングが広い

ので、いいかな？１階の角部屋だし、駐車場付きだし、

普通は物件を見に行って、調べて、考えて決めますが、

迷っていると、物件無くなるようです、それぐらい探して

いる人が多くて皆さんその場で決めていくそうです。だ

から、もう即決です。 

 

それからが、また大変、その物件の資料を持って、仙

台市の受付に行きました。駐車場がいっぱい、受付も

待っている人がいっぱい、でも、係の人も沢山いて、テ

キパキとさばいていました。思いのほか手続きが早くお

わりました。そこで、びっくり、入居にあたって、電化製

品は赤十字から、鍋、フライパンなどの、調理用品、生

活用品、も支給になるとの事で、至れり尽くせりで、感

謝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

引越引越引越引越しましたしましたしましたしました    

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。  2011-05-17 11:26:38  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/c6786

ecd85b2281798fff0398a74141b 

 

集団避難所から雇用促進住宅へ引越しました。 

妻と二人だけの元の生活です。 

 

皿一枚から準備する生活で 物は少なく不便ですが 

・・・ なぜか こころは豊かです。 

 

いまのところ 

まず 二人ともよく眠りますね。 

チョット横になって居眠りしたら 

お互いに起こさないのが 暗黙のルールです。 

・・・ 長い集団生活の疲れでしょうか。 

 

避難仲間や気持のいいボランティアさん達と 

冗談をいいながら話しあう機会が少なくなったことは 

少々 さびしい気もします。 

 

しかし 

住むところは変わっても 

自分のできる活動は 以前と変わりなく続けるつもりです。 

 

集団避難所へは 車で７分くらい。 

毎朝 ５時３０分から１時間 

妻の運転で 気功の指導にでかけています。 

 

それから朝食 ・・・ 一日のはじまりです。 
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7777 月月月月 23232323 日相馬野馬追日相馬野馬追日相馬野馬追日相馬野馬追までまでまでまで、、、、あとあとあとあと 67676767 日日日日    

ゆっ太郎 (2011.05.17 10:30) 

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/2987.html 

 

遥かかなたは 相馬の空かヨ 

相馬恋しや なつかしや 

 

 

相馬の民謡、新相馬節は 

相馬への望郷の念を唄った謡です。 

 

 

（編集より：ブログでは動画サービスの YOU TUBE へ

リンクされていてそこで実際の新相馬節を聞くことが出

来ます。） 

 

今日(5/17)は、新暦の中の申。 

古来、旧暦中の申は 

相馬野馬追が開催された日です。 

 

今年は、相馬中村城開府 400 年の節目の歳でもありま

した。 

 

奇しくも今晩は満月。 

 

災害をこうむり続ける相馬を想い 

戦国の世も 

明治維新の混乱期も 

太平洋戦争の統制の中でさえ 

一千有余年受継がれてきた伝統の祭 

相馬野馬追が、復興を目指すシンボルとして 

今年も開催されますように。 

 

相馬野馬追執行委員会 公式ページ 

(URL：http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/) 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉５５５５月月月月１７１７１７１７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。） 

2011-05-17 18:47:46 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10894587651.

html 

今日も一日お疲れ様でした 

今日もたくさんの方に来ていただきました。 

 

活動者数は 

１３１人 （県内 ４

６人 県外 ８５人） 

でした。 

 

ボランティアの活

動時間は１５時ま

でで 

その後みなさんセ

ンターに戻って来

るのですが 

戻って来るなり天

気雨が・・・ 

疲れて帰ってきたみなさんに、ささやかながら 
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冷たいお茶とお菓子をご用意しています 

 

これらは、ボラン

ティアさんのた

めにと届けられ

たものです。 

温かいお気持ち

が嬉しい限りで

す。 

どうもありがとうございます 

 

最近は、ニーズの件数よりもボランティアの数の方が多

くなってきています 

せっかく来ていただいても、ニーズが無い場合もござ

います。 

団体でいらして下さる方々もおられますが 

事前に確認していただけると助かります。 

 

現時点での明日のニーズは・・・ 

☆ ガレキの撤去     ４件 

☆ 流出物の洗浄・展示 ３件 

☆ 避難所運営の補助  １件 

☆ 物資の仕分け     １件 

☆ 託児の運営補助   ２件 

 

となっております。 

参考にしていただければと思います。 

 

きれいな夕日だ

ったので撮って

みました 

今日は曇りでし

たが、明日は晴

れるといいです

ね 

それではみなさん、明日もよろしくお願いします 

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

【【【【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】】】】     

● 市内開設避難所市内開設避難所市内開設避難所市内開設避難所（（（（5555 月月月月 16161616 日日日日））））    

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

id=1&sid=9&judge=s 

・原町第一小学校 118 人 

・石神第一小学校  99 人 

・原町第二中学校 135 人 

・デイサービス「ひまわり」 41 人 

・鹿島保健センター 58 人 

    

● 市外市外市外市外のののの避難所避難所避難所避難所（（（（5555 月月月月 15151515 日日日日））））    

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

id=1&sid=9&judge=s 

伊達市梁川体育館 約 190 人  

宮城県丸森町旧筆甫中学校 115 人  

 

群馬県東吾妻町コニファーいわびつ 

群馬県東吾妻町天狗の湯  

群馬県東吾妻町榛名吾妻荘  

群馬県東吾妻町岩櫃ふれあいの郷 

以上計 約 400 人 

新潟県三条市総合福祉センター 

新潟県三条市勤労青少年ホーム  

新潟県三条市スポーツ施設体育文化センター 

以上計 約 500 人  

新潟県燕市弥彦総合事務組合防災センター 約 80 人  

新潟県小千谷市越後製菓（株）鴻巣寮 他（二次避難

所） 約 120 人  

長野県飯田市公営住宅 約 100 人  

群馬県片品村民宿 約 1,000 人  

新潟県妙高市国立妙高青年自然の家 49 人  

新潟県糸魚川市糸魚川ホテル他（二次避難所） 23 人  

新潟県上越市ユートピアくびき希望館 約 100 人  

新潟県見附市角屋旅館 他(二次避難所) 245 人  

 

新潟県長岡市北部体育館  

新潟県長岡市南部体育館 

以上計 約 200 人 

茨城県取手市老人福祉センター 約 120 人  

新潟県聖籠町民宿等（二次避難所） 約 140 人  

群馬県草津市グランドホテル 約 70 人 

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

編集編集編集編集よりよりよりより    

未だ多くの南相馬市民が市外・県外に避難されていま

す。4 年前の中越沖地震での原発建物火災等を思い

出すと場合によっては私達が福島県・南相馬市に避難

していたと思います。 


