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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２３２３２３２３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！  2011-05-23 05:26:13 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d2181bf275b698

a64c5e2ee55a8c3245 

福好再見 昨日、ＮＨＫのテレビで紹介されたので、Ｔ

シャツの注文が増えることと思います。問い合わせもあ

りました。追加発注も必要だし、新しいデザインのＴシ

ャツも考えているようですが、ちょっと躊躇しているの

は、製造元のメーカーが採算度外視で協力してくれた

ので、これ以上注文しても良いものだろうか、迷惑かけ

ていないだろうか、と考えていて、迷っているようです。 

 

素直にそのことを話して理解してもらって協力していた

だけるよう頑張れと言っておきました。 

新しいデザインのＴシャツもよさそうですよ。私も楽しみ

なのですが。実現するように、協力したいと思います。 

 

今日から２０ｋ圏内の浪江町内にある大手の企業が工

場の機械を運び出す作業が始まります。 

その為のお昼のお弁当の注文を頂きました。ただ圏内

に配達は出来ないし、出入りに制限があるので、行く

前に朝８時に用意してほしいとのことなので、今から、

妻が準備を始めています。 

その他の企業もそういった作業が６月にかけて行われ

るようです。 

 

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２３２３２３２３日昼日昼日昼日昼                     2011-05-23 10:41:27 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ac19894b453a72

a940ea6f28b64449d1 

福好再見 Ｔシャツの黒、来週の水曜日に入荷予定だ

そうです。 

新しいデザインのＴシャツも近日中に発注予定とのこ

と。 

腹を決めてやるだけやってみようと、決めたようです。 

 

    

 

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２３２３２３２３日夜日夜日夜日夜                     2011-05-23 19:11:03 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/620fa03f505d3c

62bc4f747ca0af18dc 

今日、店のＰＯＳレジの液晶画面が作動しなくなり、寺

岡さんが来て、作業しています。 

前にもおかしくなって、カスタマーセンターに問い合わ

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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せして、遠隔操作で直してもらいましたが、今日も同じ

ようにやってもらいましたが、ダメだったのだ来てもらう

ことになりました。 

福島から６時頃に来て、今８時に終わり、帰って行きま

した。 

 

福好再見 昨日のＮＨＫの放映後、問い合わせが多い

のですが、気づいたことがあるそうです。問い合わせ

をしてくる人たちの多くが６０歳以上の方が多いそうで

す。全国的にあの時間ＮＨＫを見ている層が年配の方

が多いということですね。兵庫県からの問い合わせもあ

りました。販売させて欲しいとの要望のようです。 

どうしようか、検討中だそうです。基本は収益は災害義

援金へ寄付する目的ですから、それに賛同していただ

けるならということが、大前提になるようです。 

全国の人に今の福島県の現状、これからの復興に向

けての、支援を 理解、協力していただくＰＲになれば、

うれしいですね。 

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

よかったよかったよかったよかった    よかったよかったよかったよかった    ！！！！    ・・・・・・・・・・・・    嬉嬉嬉嬉しいですねしいですねしいですねしいですね    

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。  2011-05-23 09:54:21  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/4125a

d47f18be9fd3c568b1d63847b82 

 

今朝 第１回目の仮設住宅入居者（南相馬市）の当選

発表がありました。 

わが家は 外れでしたが ・・・ 

 

そんなことより なにより嬉しいのは ・・・ 

一番気にしていた 

お父さんが入院中で 

一時はひどく体調を崩されたお母さん＊を懸命に護り

続けている 

息子さん二人と娘さんご家族（五人）の入居が決まった

ことです。 

 

すぐ 

よかった よかった！ とメールしました。 

 

＊ 私は勝手に お母さんを「観音菩薩様」とお呼びし

ておりました。 

 

それにしても ・・・ 

亡くなられた彼にも 

「 よかったですね 帰れますよ 」 

といいたかったですね。 

 

 

静静静静かになったかになったかになったかになった避難所避難所避難所避難所ロビーロビーロビーロビー    

  2011-05-23 18:09:09  
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/0e856

ef4a1a74d4d30b5122b896a9f3b 

 

にぎわいのあった避難所ロビーも 

今日は ・・・ とても静かです。 

 

それぞれが 次のステップをふみ出し 

集団避難所（四ヶ所）を離れたものです。 

 

最多時避難者数 ６１１名 

５月１９日現在  ２３９名 

（資料：三条新聞） 

 

みなさんの健闘をお祈りします。 

 

 

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



 南相馬ブログ新聞 平成 23 年 5 月 24 日（火）第 50 号  

 3

南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区南相馬市鹿島区でででで明日明日明日明日のののの農業農業農業農業にににに希望希望希望希望をををを託託託託すすすす田植田植田植田植ええええ    

ゆっ太郎 (2011.05.23 12:45) 

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/3009.html 

 

5 月の連休時期には、そこかしこで 

水を張り、田植えの風景が見られた相双の田んぼ。 

 

東京電力原子力発電所災害により 

南相馬市では、警戒区域の小高区、緊急時避難準備

区域の原町区で 

米の作付けが国から制限されました。 

区域外とされた鹿島区では制限がありませんでしたが 

市では事故の影響は同じとし、今年の稲作を見送り 

市内全域での補償を東京電力へ求める方針です。 

 

5 月のあたたかい陽光が注ぐ 21 日(土) 

南相馬市鹿島区で、米・もち米の水田や 

いちご栽培などを営み、農家民宿「もっけの幸」を経営

されていた 

小野田 等さんが、放射性物質の影響を確かめるため 

ご自分の田んぼに調査のための田植えを行いました。 

  

  
例年、約10ha の田んぼに作付けする小野田さん。 

今年は調査のためと、コシヒカリの苗を 

5a の田んぼに 3mx10m ほどの田植えです。 

 

「放射性物質が米に、どう影響を与えるか確かめるの

が目的 

 影響があれば、浜通りの農業はダメになるし 

 影響が少なければ、来年・再来年の希望になる 

 今年のこの田んぼは、おれの農業の夢」 

と、話してくれた小野田さん。 

 

東京電力原発災害の被害地で 

これからの農業を思い描く小野田さんを 

県内外からたくさんの新聞・TV・ラジオ。 

生まれてはじめての手植え体験で 

相双ビューローも、お手伝いさせていただきました。 

 

「辛気臭い感じで田植えすんなっ。 

 稲は感じとんだがんなっ。 

昔っから田植えは祭なんだがら賑やかにやってくぃろ」 

夢と希望を込めた田んぼに小野田さんの声が響きま

す。 

 

  

 

田植えの後は、小野田さんの田んぼのもち米と 

小野田さん栽培のいちごを使用した 

奥さん手づくりのロールケーキや 

これも小野田さんの畑の味噌落花生、しそ巻きで 

お茶をいただいた作業場の軒先には 

小野田さんの農業を慕う皆さんからの 

応援の旗が鹿島の風に泳いでいました。 

 

  

  
震災後も、小野田さんの丹精込めた米を求めて 

全国からの注文があるそうです。 
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_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

◆ログハウスの宿 

  なちゅらる ふぁ～む もっけの幸(さいわい) 

    小野田 等 

住所：福島県南相馬市鹿島区北屋形字田野入2 

TEL/FAX：0244-46-5392 

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

 

※ボランティアにお越しいただいた方々へ 

南相馬市内の農家民宿で宿泊が可能となっています。 

 【宿泊可能な農家民宿】・もっけの幸・森のふるさと・翠

の里(2011.5.23 現在) 

 詳しくは、南相馬市ふるさと回帰支援センターまで、

お問合せ下さい。 

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

仮設住宅入居支援仮設住宅入居支援仮設住宅入居支援仮設住宅入居支援        

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  

2011-05-23 20:21:29 

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

 

『仮設住宅入居支援ボランティア募集！！』 

  

 ★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３０日（月）～６月１日（水）の間 

   ・募集人数： １日、２０名程度 

 

 ★仮設住宅への引越し支援 

 ＜高齢者世帯や障がい者等の引越しのお手伝いです＞ 

   ・活動期間： ５月３０日（月）～当分の間 

   ・募集人数： 依頼に応じて 

   

  ※日程は変更となることもあります。 

  ※作業の有無については、事前にボラセンに問い

合わせいただけると幸いです！ 

 

  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/ 

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

【【【【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】】】】     

写真で見る東日本大震災 

（小高区地域協議会小高区地域協議会小高区地域協議会小高区地域協議会）  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-05/od

aka-kyougikai.jsp 

 【2011 年5 月20 日】 

  小高区地域協議会は震災後初めて開かれ、8 人の

委員がそれぞれの避難先から出席しました。 

 協議会では、震災の犠牲者に黙とうをささげた後、被

害状況や各課での取組などについて市から報告され

ました。また、小高区が警戒区域に指定されていること

から、一時立ち入りに関する説明を受けました。委員か

らは、東日本大震災や福島第一原子力発電所事故の

補償などについての質問が寄せられました。 

  
▲全員で黙とう       ▲山澤会長のあいさつ 

 

  

▲出席した委員の皆さん ▲報告を聞く委員の皆さん 

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

編集より：最近このブログ新聞の記事にも移転をされ

た・される予定の旨の記事が目立ちます。２ヵ月半が経

過し、ブログ執筆者の皆様も様々に決断をされていら

れるのが解ります。 

 

 


