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久久久久々々々々のののの更新更新更新更新    

えび父さんの日記 2011/05/21 16:21 

http://ebi.tou3.com/Entry/52/ 

今後の事でかなり忙しく動いておりました。 

原発問題に対する政府やマスコミの動きに嫌気がさし

て更新する気にならなかったってのもありますが・・・ 

本来、このブログはえび飼育日記として立ち上げた物

だったんですが、気がつけば震災、原発問題を扱うブ

ログとなっていました。 

 

あの震災から２ヵ月半経ち、今後の生活の為に南相馬

市を離れ他県に行く事に決めました。 

南相馬市に残り今後の復興の力になりたい、復興への

歩みを見届けたいという思いは捨て切れませんが 

仕事が無くては家族を守る事も出来ないし、子供が通

うべき学校もいつ再開できるのか見通しも立たず 

他に選ぶべき道が自分には見つける事が出来ませ

ん。 

これまで、原発に従事してきた私を応援して下さった

方々には本当に感謝しています。 

今後も、原発問題で意味のわからない報道、誤解を招

きやすい報道等があった際には、自分なりの補足等は

していくつもりです。 

また、原発に対する疑問、不安等ありましたら、コメ頂

ければわかる範囲で説明させて頂きます。 

 

来週半ばには転居する事になっているので、次回の

更新は落ち着いてからになると思いますが、えびの話

を書ければと思っています。 

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

しばしのしばしのしばしのしばしの別別別別れれれれ            
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-10899664941.html 

2011 年 05 月 22 日(日) 16 時 28 分 06 秒 

こんにちは、キャナです。 

今日は久しぶりに宮城と山形にいる友達に会いにいき

ました。 

元気そうで良かった(^_^) 

一人は風評被害にあっているものの明るく元気にやっ

ているとのことでした。 

宮城の子は友達もできていたようでした。 

 

今日は８月にある、全国こどもコーラスフェスティバル

に向けての自主練+遊びだったので楽しかったです

o(^o^)o 

 

もりせきのしたの駅がやっていないことが悲しかったで

すが… 

電車も節電してくれてたりもしたので嬉しかったです。 

またいつ会えるかわからないけどまた遊ぼうね！ 

 

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

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２２２２２２２２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！  2011-05-22 05:26:30 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/87139d33511974

c9e71c09583407c5fa 

朝、５時になるといっせいに家から飛び出していく家の

猫達、少しさみしげです。親を亡くしたことで、突然い

なくなってしまったとこで、何かおかしいぞと感じてい

るのでしょうか。 今まで私が近づくと警戒して逃げて

いたのに、今は、逃げることが少なくなりました。昨日も

夕方早くに家に戻っていました。今までは、妻が呼び

に行ってもなかなか帰って来なかったのに、帰ってき

ても、ご飯を食べるとまた、出ていこうとしていたのに、

そんなことも無く、家で静かにしていました。 やはり、

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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ちょっとおかしいですよね。猫にも感情があるのか？ 

 

２０日に東電が原町商工会議所に来て、賠償請求につ

いての説明会をしましたが、わたしは、行きませんでし

た。相馬市の説明会に出た人の話では、ただ謝りに来

て、終わりの説明会で損害賠償の具体的な話はなかっ

たと聞いていたので、行ってもしょうがないかなと思っ

ていましたから。 

でも、当日ある人が原町では相馬市のような謝る話で

はなく、もっと具体的な突っ込んだ話し合いをするよう

だと言っていたので、行きはしなっかったのですが、期

待していましたが、終わってみれば、やっぱり相馬市

の時と同じようでした。 原町商工会議所 頑張れなか

ったようです。大した質問も無く、質問の価値さえなか

ったようで、途中退席の人も多くいたそうで、東電の謝

罪の儀式につき合わされたようです。 

 

２０ｋから３０ｋ圏内で今、一生懸命採算度外視でも地域

の為に営業している会社、お店、とまったく営業してい

ない会社、お店では損害賠償の請求がどう違うのか、

休んでいた方が得なのか、営業していると損するのか、

皆さん思案しているようです。一生懸命地域の為に頑

張っている人たちが損をするような社会であってはな

らないはずですよね。この原発災害が長引くほど、この

地域の人々の気持ちや感情が複雑になり、何とも言え

ない嫌な気分になっていまうようです。原因はわかって

います。この地域が中途半端な扱いの地域だからで

す。 

 

福島市より放射線の値が低い学校ばかりなのに、３０ｋ

圏外ギリギリに４億もかけて仮設の校舎を造るそうで

す。 

相馬市では大手の給食業者が作った栄養バランスの

良い給食を提供しているのに、南相馬市の小、中学生

はパンとおにぎり、牛乳だけだそうです。どう思います

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２２２２２２２２日夜日夜日夜日夜                     2011-05-22 19:10:22 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/314aca11f37166

f93213841d9242ac80 

いつ以来でしょうか、週末こんなに店が暇だったのは、

土、日とみなさんどこかへ出かけているのかな？ 

昨日は、東京から支援物資（たまご、野菜、食品など）

を配りに来たそうです。１０００人ほど集まったようです。 

他の地域では運動会シーズンですから、孫の避難先

に行ってしまったのかな？ この町から、土、日は人が

減っているようです。 仮設住宅が出来て、多くの人が

帰ってくることを、期待しましょう。 

 

福好再見 ＮＨＫで放映されました。今日、南相馬市の

桜井市長に福好再見Ｔシャツ販売の収益金を義援金と

して渡しに行きましたが、その模様を取材に来て放映

したようです。なんと全国放送での紹介でした。 

 

私も毎日着ていますが、とても着やすくて、Ｔシャツ好

評です。でも息子はどこでやめようか？迷っているよう

ですが、こうなったらＮＰＯ法人にして原発が終息して

福島が復興再建がなされるまで、頑張ってみたらと言

っていますが、どうなるでしょうか。 市長も若い人たち

に頑張ってもらいたい と言っていましたから、この際

だからとことんやってみるのもいいかも。こんな時だか

ら、若い人たちがフロンティア精神を発揮してこの町を

リードしていってもらいたいものです。 

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

親孝行親孝行親孝行親孝行よりよりよりより    子子子子どもどもどもども孝行孝行孝行孝行    

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。  2011-05-21 10:51:12  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/7f711

bd936de9b23bdb8cf9f4f4f4907 

 

妻がいいます。 

「 ・・・ なによりも 二人ともからだをコワさないこと。 

そのために こころのもち方がカンジン ね 」 

 

収入は二の次 三の次 ・・・ 

待っていてくださる人たちのために 

いや なによりも自分たちのために 

あわてることなく はやい時期に 
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仕事を再開する ・・・ 目標をもってすすむこと 

・・・ などを ゆっくりと話しあいました。 

 

＊ ちなみに 気の世界で健康のお手伝いをする毎日

でした。 

 

もうひとつ ・・・ 

二人で 長年守ってきたことがあります。 

 

「 親孝行をしてもらうより 

子ども孝行をしよう 」 ということです。 

 

それは 

「 父さん 母さん 元気 ？ 」 

と 三人の息子たちに訊かれたとき 

「 オー 元気 元気 ！ 」 

と 応えられることです。 

 

もっとも 

それだけしか やってやれないのですが ・・・ 。 

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

＜＜＜＜原町区原町区原町区原町区＞＞＞＞５５５５月月月月２２２２２２２２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  

2011-05-22 15:57:27 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10899675625.html 

今日も一日お疲れ様でした 

 

今日は残念ながら、お昼頃からが降ってしまい、 

がれきの撤去など外の作業が一部中止となりました。 

本当に残念です 

 

さて、本日の活動者数は１３３人（県内５２人、県外８１人） 

ニーズ件数は１１件でした。 

 

小雨の中、活動してくれたボランティアのみなさん、 

ほんとうにありがとうございました(*^o^*)/~ 

どうか風邪などひかないよう注意してくださいね。 

 

さて、それでは明日の募集内容ですが、 

☆活動件数 １４ 件 １３０ 人程度のボランティアさん

が必要です。 

☆活動内容   がれきの撤去・泥出し作業 

          流出物の洗浄・展示 

          避難所の運営補助 

          託寺所の補助 

 

などです。 

（注）あくまで５月２２日（日）に受けた件数です。翌日５月２３日

（月）に新たに依頼を受け活動件数が増える場合もあります。 

 

また、当日予定人数に達した場合は受付を終了させ

ていただくこともあります。どうかご了承ください。 

 

それではみなさん、また明日よろしくお願いいたしま

す。 

 

P.S 

今日のブログを書いたのは、何を隠そう（いや、隠して

ませんが）いつもと“中の人”が違います。 

もし、読んだ感じがいつもと違ったらそのためです 

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

【【【【    よつばよつばよつばよつば保育園避難情報掲示板保育園避難情報掲示板保育園避難情報掲示板保育園避難情報掲示板    】】】】        

ヨシユキヨシユキヨシユキヨシユキ副園長副園長副園長副園長    よつばよつばよつばよつば青雲青雲青雲青雲ブログブログブログブログ よつば保育園ヨシユキ

副園長が、青雲の志で保育を綴る!  2011年05月20日 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10899675625.html 

よつば保育園関係者の方々が今どちらに避難されて

いるのか（まだ室内待避の方も含め）、この掲示板に書

き込んで頂きたいと思います。 

 

避難しているみんなで助け合おう！避難所情報を知り

たい同じクラスのお友達の所在が気になる保護者同士

で連絡を取り合いたい…などの要望が多いためです。 

 

下記 comment（コメント）欄をクリックすると書き込みで

きます。 

 

①お名前 

②クラス名 

③避難場所名 

④連絡先（携帯アドレス）…書き込み OK の方のみ（保

育園再開時に抹消します） 

⑤現状 

⑥今後の予定（避難所を変わる予定等あれば） 

⑦他の家族の状況（○○一家も一緒です。とか、○○

一家は○○避難所にいます。など） 

⑧みんなへのメッセージ 
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掲示板なので、一回だけのコメントではなく、時々みん

なの士気が上がる・元気が出るコメントを入れて欲しい

と思います。 

 

ヨシユキ副園長連絡先です。まずはご連絡ください

ね。 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

meros80@ezweb.ne.jp 

もしくは 

TEL 08050363845 （au） 

TEL 09076630601 （docomo） 

 

なお、私ヨシユキ副園長（北町保育所の近藤所長も一

緒）は現在福島市に、真紀子園長は山形県米沢市に

避難しており、原町とを行ったり来たりしてます。 

 

お近くの方は、ぜひご一報下さい。 

情報提供のご協力をお願い致します。 

 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 

コメント投稿は下記コメント(comment)欄からどうぞ 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/191071968

.html#comment 

 

（編集者より：ブログのコメント機能を利用した掲示板に

は園児家族の近況や各種情報が 500 件も書かれてい

ます。最も古いのは 3 月 17 日で、それから今日まで

延々と続いています。） 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市のののの桜井市長桜井市長桜井市長桜井市長がががが長岡市役所長岡市役所長岡市役所長岡市役所をををを訪問訪問訪問訪問        

森民夫森民夫森民夫森民夫のののの「「「「ほっとほっとほっとほっと一息一息一息一息」」」」     ―長岡市長としての公務の合間

に「ほっと一息」感じたことをお伝えします― 

(2011年5月20日 20:27) 

http://tamionet.com/blog/2011/05/2011-05-20-minami

soma.php 

 5 月 17 日、南相馬

市の桜井市長が長岡

市を訪問、長岡市に

避難している南相馬

市民を激励するととも

に長岡市役所に避難

者の受け入れに対す

るお礼の挨拶に来られました。 

 私は、「長岡市に避難された方は、一日も早く故郷に

帰りたいという気持ちで、毎日頑張っておられる。是非

ともリーダーシップを発揮して、力強い復旧・復興プラ

ンを示し、避難者に勇気と希望を与えていただきた

い。」と激励しました。   

 桜井市長は、「たくさんの避難者を受け入れていただ

き、たいへん感謝している。原発事故の収束という課題

もあるが、国、県と調整しながら、一日も早く今後の復

旧・復興の見通しを避難者に示せるよう全力を尽くした

い。避難者を受け入れるための仮設住宅については、

福島第一原発から半径２０km から３０Km 圏内での建

設の許可を政府にお願いしている。森市長からも東日

本大震災復興構想会議を通じて政府に提案してほし

い。」と答えました。 

 私としては、避難者が一日も早く希望通り故郷へ帰る

ことができるようになるため、桜井市長の要望を政府に

伝えることを約束しました。 

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

編集より：中越地震・中越沖地震の時にも言われたこと

ですが、被災地の支援のための食料や物資の支援は

外から持ち込まないで被災地内の店舗から購入しなけ

れば地元の産業がますます疲弊するだけとなります。

支援をされる皆様は可能な限り被災地内の企業・店舗

を利用しましょう。 

 


