
 南相馬ブログ新聞 平成 23 年 5 月 20 日（金）第 47 号  

 1

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

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

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１９１９１９１９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！  2011-05-19 05:18:42 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/32f39bdbd02ef1

99eee59f24192555f1 

先日の話、当店で地物のタケノコを売っていました。す

ると、いわき市のタケノコから放射線セシウムが基準を

超えていたとして、出荷停止に、ここのは大丈夫か？

でも市場には出てきたので、聞いたらここは出荷停止

になっていないとの事、数日たったら、今度は隣町の

相馬市のタケノコからの検出されたとの事、これは、ま

ずいんじゃないのと言うことで、市場でも、販売しない

ことにしましたが、その日、県から当店に電話があり、

販売していたタケノコはどこ産ですかと、今から取れた

場所に行ってタケノコを取って来て、調べるとの話、そ

れから一週間ぐらいたってから、セシウムが基準を超

えて検出されましたので、出荷停止、摂取制限、ですと

の事。遅いんじゃないかな。 

 

それまで、販売していたらどうなったのでしょう。危ない

な。国や県、どうしてこうも、対用が遅いのかな。 

放射線を調べる機器が福島県に無かったようです。検

体を茨城に運んでいたそうです。やっと今週、４台福島

の二本松市に入ったとの事、これから、本格的に調査

していくとの事、国の言う安心。安全、はどこに？こん

なんだから、国のことを信用できなくなるのかな？  

 

原発もきっと全部メルトダウンしていたんだろうなと皆が

言っています、津波でなく、地震時にすでに被害を受

けていたんだろうなと、だから、管総理、浜岡原発を止

めたのでしょう。津波でなく、地震で損傷、被害を受け

てしまうことを知ったからでしょう。でも、その時の説明

ではそんな話はしませんでしたよね。だから、信用でき

なくなってしまいますよね。結局後になってわかってし

まうのですから、ちゃんと説明すればいいのに、確か

誰かに言っていましたよね、説明責任をはたして欲し

いと、その義務があると、まずは、ご自分が見本をお見

せしたらどうでしょうか。 

 

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１９１９１９１９日夜日夜日夜日夜                     2011-05-19 18:56:43 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e0c4481ee86c26

ada4103d5c8f345432 

３０ｋ圏内の借家、アパートにも、家賃保証が付きそうで

す。これまで、３０ｋ圏外での制度でしたが、市が県、国

に要請していましたが、どうやら条件（乳幼児、妊婦、

要介護の家族以外）の（り災者、２０ｋ圏内者の人）があ

るようですが、借りれるようです。今日も当店の隣りにあ

る、借家を見に来た家族がいましたが、家は半壊だそ

うで、仮設も申請しているが、出来れば借家を探してい

るとの事。でもこの借家風呂がありませんから、この制

度を使えばもう少し良い物件が探せるでしょう。どうせ

なら、もう少し早く決まればよいものを。 

 

仮設住宅を見てきましたが、いろんなタイプがあるよう

です。今心配なのは、仮設によってはトイレが共同じゃ

ないかと聞きましたが、そうなると、入った仮設で何か

不満が出るのじゃないでしょうか？ 

綺麗な仮設住宅もありましたが、ちょっとここはいいか

なと言うような感じの仮設もありました。 

抽選ですから、入ってから嫌になって出ていく人もいる

のかも。仮設住宅の場所はちょっと不便な所ですよ

ね。 

最初から原町区の区内に造ればよかったのに、まさし

く後追い行政の無駄使い。 

 

知り合いの人で、浪江にお店がありましたが、２０ｋ圏内

なので商売できなくなりましたが、郡山市で始めるよう

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
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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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です。今はお父さんは南相馬市原町区で仕事してい

ますが、奥さんと２人の乳幼児は郡山に避難していて、

お店が郡山で始まればそちらで一緒に暮らすそうです。

おじいさん、おばあさんがいつも当店に買い物に来て

いますが、孫に会えなくなるから、寂しいですね と言

うと、子供はやっぱりお父さん。お母さんと一緒にいな

くてはと、家族がバラバラでは子供が可哀想だと言っ

ていました。  郡山、ここより放射線の値高いよな、心

配したらきりがないですが子供にとって何が一番大切

か、安心、安全はもちろんですが、家族一緒に居られ

る幸せに勝るものはないでしょう。 

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

ゆたかゆたかゆたかゆたか    ・・・・・・・・・・・・    ですですですです    

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。  2011-05-19 10:25:41  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/5fcd7

db35e0076baed68268fa13567f0 

 

救援物資でいただいたタオルに 

毛糸で編んだ縁どりをして・・・お風呂場の「足拭きマット」 

 
１００円ショップの毛糸で編んだ ・・・ 「エコたわし」 

 
フタを両面テープで底に貼った ・・・ 

わがＰＣデスクのペン立ては すぐれものです。 

 

お祭りで削った御柱の木片に 

ボランティアさんにからいただいた写真を 

画鋲でとめて ・・・ 「フォトスタンド」 

 

すべて 妻の手作り ・・・ リッパなものです。 

感謝 ！！。 
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〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉５５５５月月月月１９１９１９１９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  

2011-05-19 16:47:22 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10896513351.html 

 

今日も一日お疲れ様でした 

今日の南相馬市は雲一つない気持ちのいい青空でし

たよ 

２６℃まで上がりとっても暑かったです 

外での作業はかなり大変だったでしょうね 

 

本日の活動者数は 

１１７人 （県内 ４４

人 県外 ７３人） 

 

 

 

 

団体（２１人）で参加

してくれた方々もい

ました。 

団体での参加はあり

がたいのですが 

日によってはニーズ

がない場合もございますので 

事前に確認していただけるとありがたいです。 
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現時点での明日のニーズは 

☆ 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 

☆ ガレキの撤去       ３件 

☆ シート貼り付け      １件 

となっております。 

 

今週は暑い日が続きそうです 

水分と塩分補給をこまめにし、 

熱中症にならないように気を付けてくださいね 

 

昨日も書きましたが、南相馬市ボランティアセンターの

帽子がやっと届きました 

 

ボランティアに参加してくださった方に差し上げていま

すのでまだもらっていない方は受付に声を掛けて下さ

いね 

 

それではみなさん、明日も張り切っていきましょう 

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

緊急人材育成支援事業緊急人材育成支援事業緊急人材育成支援事業緊急人材育成支援事業でででで雇用雇用雇用雇用へのへのへのへの一歩一歩一歩一歩    

ゆっ太郎 (2011.05.19 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/2998.html 

5/17(火)、政府は 

東京電力原子力発電所災害の被災者支援と 

今後の対応取組みを示す行程表を発表しました。 

 

【首相官邸ホームページ】 

(URL：http://www.kantei.go.jp/) 

  ～首相官邸災害対策ページ～ 

(URL：http://www.kantei.go.jp/saigai/) 

（編集者より：上記ホームページより下記情報を読めます。

パソコンが詳しい人にご相談ください。） 

「原子力被災者への対応に関する当面の取組方針」 

原子力被災者への対応に関する当面の取組方針のロ

ードマップ 

東京電力原子力発電所事故の収束・検証に関する当

面の取組のロードマップ 

政府は工程表の発表と同時に「原子力政策は国策とし

て進めてきたものであり、被災者はいわば国策による

被害者。 

 復興までの道のりが長いものであったとしても 最後

の最後まで国が前面に立ち責任を持って対応する」 

「原発は安全と信じて共存してきた皆様の 今回の事故

で裏切られた、との強い思いに国は正面から向き合う。 

 必ず事故を収束させ、皆様が再びふるさとに立ち、懐

かしい我が家に帰るまで 国として支援に全力を尽く

す」と、あらためて明記しました。 

 

一応の、政府の基本方針が示された中 被災された皆

さんの雇用への対策と支援も次々に行われます。 

 

ひとつとして、会津若松市で実施される緊急人材育成

支援事業で基金訓練講習を紹介します。 
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募集チラシは、こちらから。（編集者追記：URL：

http://yumesoso.jp/yutadosa/wp-content/uploads/201

1/05/【PDF】旅行・観光エキスパート科チラシ.pdf） 実

践演習コース「旅行・観光エキスパート科」 (pdf：

514KB) （編集者より：ちゃんと読める大きな正式チラ

シはインターネットから取得できます。パソコンが出来

る方にご相談ください。） 

平成 23年 7月 1日から開講されるこの講習は国内

旅行業務取扱管理試験に合格し国内旅行業務に関す

る管理・監修を行える人材を目指します。 

また、基本的な IT スキルを有し、インターネット等を活

用した観光誘致等を総合的に行える人材を目標として

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在失業中でお仕事を探されている方が対象となり相

双地域から会津に避難されている方も講座を受講し、

資格取得も可能となり給付金の支給対象となる方は訓

練を受けながらの給付を受けることができます。 

※詳しくは下記リンクより、パンフレットを御確認下さい。 

厚生労働省 

都道府県労働局・ハローワーク 

中央職業能力開発協会 

緊急人材育成支援事業（基金訓練、訓練・生活支援給付

金）ご案内 

申込は会津地域管内のハローワークでご相談の上、

講申込書の交付を受けて申込書の交付後に下記ご担

当の方まで、ご持参いただくかまたは、ご郵送下さい。 
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編集より：昨夕、私達の活動をテレビ新潟さんでご紹介いた

だきました。ご協力いただいた皆様有難うございました。 


