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震災震災震災震災のののの爪痕爪痕爪痕爪痕            
ありがとうありがとうありがとうありがとう 被災者になって学んだこと、考えたことなどを毎日か

いていきます。 大変だけどありがとうを忘れないでいよう。 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10895643283.html 

2011 年 05 月 18 日(水) 19 時 07 分 55 秒 

こんにちは、キャナです。 

只今、部活終わりました！ 今日はフリータイム 

 

さて、皆さん。 今日はこの前、原町に帰ってきたとき

にとってきた写真を載せたいと思います。 

 

これは、北泉の写真で

す。 

あんなに広かった砂浜が

なくなっていました。 

 

 

 

 

これは、鉄塔です。 

ぐにゃりと折れ曲がって

います。 

 

 

 

 

自衛隊さんたちが後片

付けをしていました。 

 

 

 

 

まえ、行った時よりはかなり片付いていました。 

ですが、まだまだといった感じです。 

北泉の世界大会は（サーフィン）行われないかもしれま

せん。 

哀しいことです。 

復興するのはいつなんでしょうか・・・？ 

 

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

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１８１８１８１８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！  2011-05-18 19:25:18 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/20c807f66b92a3

7e932892b4cfb9297f 

市場から帰ってきたら、妻が泣いていました。家の猫、

親のルルが死んでいました。店の前の道路で車にひ

かれているのを、息子が見つけて動物病院に連れて

いきましたが、着く前は少し動いていたようですが、処

置することなく、死亡したようです。当店の前の道路は

県道原町、川俣線ですが、この町で一番交通量の多

い道路です。 

 

その道路の向こう側を降りたところに、水路があり、そ

の周辺がやぶになっていて、その向こうに川がありと、

猫が遊ぶには、格好の場所のようで、家の猫達みんな

で朝、夕と出かけていたようです。 

 

一時期、交通量が減った時期に、そこに出かける習慣

がついたようで、何度もやめさせようとしましたが、猫が

言うことを聞くはずもなく、心配していましたが、よりによ

って親のルルがひかれるとは思いませんでした。 

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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子猫達、分かっているのか、今日はおとなしいです。 

親がいなくなってどうなるのかな？心配です。 

 

水の浄水器を設置しようか、思案中です。業者から良

い提案を頂きましたが、お客さんがどれほど利用して

いただけるのか？あまり水を飲まない自分では判断が

難しいですが、こんなんですが、どうでしょう。 

 

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

南相馬市長南相馬市長南相馬市長南相馬市長    三条市三条市三条市三条市のののの避難所避難所避難所避難所をををを訪問訪問訪問訪問    

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。  2011-05-18 13:23:12  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/71a54

3b4e2cd26f01bdd576dfd378d73 

 

昨日（１７日） 南相馬市の桜井市長が 

三条市総合福祉センター 集団避難所を ようやく訪

れました。 

 

同避難所は 地震・津浪被害に加えて 

原発事故による被害を受けた小高区（警戒区域）から

の避難者が 

大多数を占めています。 

 

桜井市長からは 

南相馬市がおかれているさまざまな現状の説明があり

ました。 

仮設住宅のこと 

一時帰宅のこと 

賠償・仮払いのこと ・・・ など。 

 

避難者たちからは 

本当に帰れるのか  いつ帰れるのか 

先行きのみえない不安 ・・・ などなどの 

質問 要望 苦しさが出されました。 

 

小高区（警戒区域）は 

いまだ 一時帰宅の日程すら・・・示されておりません。 

 

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

十割蕎麦十割蕎麦十割蕎麦十割蕎麦をををを食食食食すすすす    華華華華のれんのれんのれんのれん    

［相双ビューローSNS］CrosS (2011.05.18 11:30) 

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/2922.html 

こんにちは!!CrosSです 

 

南相馬で十割蕎麦が食べられるお店 

「華のれん」さんにランチを食べにお邪魔してきまし

た。 

昨年オープンした華のれんさん。 

 

白色を基調としたお洒落な外観が目印です。 

  

「お昼の時間帯と夜の時間帯の営業をなされていま

す。」 

 

店内は沢山のお客様で大変賑わっていました。 
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今回オーダーしましたのは、お蕎麦と丼物の店長おす

すめセットメニューです。 

  
ボリューム満点・お蕎麦も丼モノも美味でした 

食べ終われば「元気」と「幸せ」がおとずれます。 

[おしながき] 

 

 
 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

四季の味 華のれん 

TEL：0244-23-0050 

住所：南相馬市原町区錦町1-68-10  

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

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

＜＜＜＜鹿島区鹿島区鹿島区鹿島区＞＞＞＞仮設住宅入居準備仮設住宅入居準備仮設住宅入居準備仮設住宅入居準備ののののボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集        

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。） 

2011-05-18 00:36:45 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10895046276.html 

ボランティア募集します！ 

 

仮設住宅の入居がそろそろ始まります。 

いよいよ復興の第一歩です！ 

 

『仮設住宅入居準備』 

  仮設住宅に配備される家財道具のチェック作業 

 

 ・活動期間： ５月２４日（火）～２７日（金） 

 ・募集人数： １日２０名程度 

  ・準 備 物  ：  特になし 

          ※活動場所（仮設住宅）への移動は、

自家用車にてお願いします。 

 

☆高齢者世帯や障がい者等の仮設住宅への引越しの

お手伝いも、２８日（土）から 

 開始予定です。詳細は追ってお知らせします！ 

 

南相馬市鹿島区ボランティアセンター 

  南相馬市鹿島区西町２－１１７ 

  TEL ０２４４－４６－５３５４ 

  FAX ０２４４－４６－１５５０ 

   ※センターの場所等については、南相馬市災害

ボランティアセンターのHPをご覧ください。 

     http://minamisoma.jimdo.com/ 

 

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉５５５５月月月月１８１８１８１８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  

2011-05-18 19:09:16 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10895615090.html 
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今日も一日お疲れ様でした 

今日も沢山の方に来ていただきました。 

 

活動者数 

 

１３２人 （県内 ３

８人 県外 ９４人） 

でした。 

 

どうもありがとうござ

いました 

 

 

 

 

 

今日は気持ちのいい晴天でしたよ 

 

この青空の下 

東京の本間さんが 

インドカレーを振

舞って下さいまし

た 

 

 

 

 

 

 

 

 

作業を終えて疲れ

たみなさんが 

おいしそうに召し

上がっていました

よ 

 

私も一口だけ食べ

たのですがやはりインドカレーだけに辛かった 

でも、おいしかったです。 

 

明日からまた元気に作業ができそうです。 

本間さん、どうもありがとうございました 

 

今まで何人もの方から 『帽子はないんですか？』と聞

かれました。 

そのたびに『注文はしているのですがまだ届かないん

です』と答え、申し訳なく思っていました 

 

その帽子がやっと昨日届きましたо(ж＞▽＜)ｙ ☆ 

今日から配り始

めましたよ。 

空色のステキな

帽子 

空はつながって

います。 

来て下さったみ

なさんといつも

一緒です この帽子をかぶってみんなで頑張りましょう 

 

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 

☆ 避難所の運営補助   １件 

☆ 託児所の運営補助   ２件 

☆ 物資の仕分け      １件 

☆ 物資の搬入       １件 

となっております。 

 

明日は２６℃まで上がるようです。 

体調管理に気を付けてお越しくださいね。 

それではみなさん、明日もよろしくお願いします 

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


