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南相馬市から
南相馬市から５
から５月２５日朝
２５日朝 サイヤ社長
サイヤ社長の
社長のブログ
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！ 2011-05-25 05:15:02
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/40438361f3f95c
441a37949ecd7bceec

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
内容は
内容は
個人の
個人の意見であり
意見であり公
であり公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
正式な
正式な指針は
指針は政府が出します、そち
政府
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。

今日は、店のエアコンの交換設置です。店を営業しな
がらの工事です。早く終わってくれると助かります。
いままでも、営業しながら冷蔵ケースの入れ替えや、
棚替え、をしてきました、業者さんもいつもの事なので、
慣れていると思います。
原町区渋佐の海岸に行って来ました。集落は壊滅され
ていました。堤防も破壊されていました。

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

お世話になってます
世話になってます
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-10903176250.html
2011 年 05 月 25 日(水) 23 時 59 分 15 秒

こんにちは、キャナです。
今日も合唱の練習がありました。

南相馬市から
南相馬市から５
から５月２５日昼
２５日昼

やっぱり難しいですね…外国語(-_-)

苗木屋さんに行ったら、見つけました。『頑張っぺゴー
ヤ君』これを皆さんに買ってもらって、ゴーヤを育てな
がら植物のカーテンを
作って日よけにして、省
エネ、節電、をしましょう。
というわけです。ちょっ
と大きめのプランタンと
土、肥料、ネットなどが
セットでついているよう
です。値段は聞くの忘
れました。
当店には来週、ゴーヤ
の苗が入荷してき ま
す。

2011-05-25 14:40:52
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2003a5ea0e4bd7
50789c9b96f02c7e4f

合唱、といえば今日はずっとパート練習だったのです
が、その時にチラリと家族に自衛隊がいるという話をし
た人が何人かいて、その人たちは少し寂しそうに話し
ていました。
全国の自衛隊さんや公務員さん(一般の)
ご迷惑、おかけしてすみません。
私達、被災者は必ず立ち直ります。
……私が被災者を代表するようなこというと生意気で
すね、すみません。
でも私はそんな風に思いながらまた明日も頑張ってい
きたいな、と思いました。
#############################################
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南相馬市から
2011-05-25 18:52:06
南相馬市から５
から５月２５日夜
２５日夜
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/14de94a1f5178f
10a6237c9f45a29d93

福好再見 Ｔシャツ お待ちの皆さんすみません。こん
なに反響があるとは、在庫が少ないのにテレビに出て
しまい
ご迷惑をおかけしているようです。今日も息子は対応
にてんてこ舞いのようでした。
インターネットの注文がつながらないとの苦情もあるよ
うですが、容量が足りなくなるほど、注文がきたようで
す。
これほど、反響があるとは、想定外のことで、テレビの
影響力の凄さを実感しているようです。

「みず」と おすそ分けといって頂いた筍
今朝 顔なじみのボランティアさんが
裏山で採ったといって
「みず」を 遠くから届けてくれました。

今日、飯舘からのお客さんが話されたのですが、飯館
の牛、黒毛牛（肉牛）は栃木に運んで、子牛も全部セリ
にかけて売却するそうです。乳牛はみんなと殺処分だ
そうです。沢山のトラックがきているようです。

とにかく新鮮です。
「みず」は 私の大好物。
淡白な味が ・・・ なんともいえません。

東電の仮払金が農協の通帳に入ると、農協がいろんな
支払いを引き落としているようで、今。みんなお金がい
る時なのに、なんで今、引き落とすんだと、憤っていま
した。ホントだったら農協さん残念ですね。

ボランティアさんの笑顔が
・・・ とても素敵でした。

東電の関係者の方に聞いたのですが、３月１１日地震
発生から、津波がきて、１２日の未明には原発４基とも、
次々に水素爆発することがわかっていたそうです。早
く避難始めた方たちは、東電関係の人と取引のあっっ
た方たちで、そういった情報が入っていたようです。驚
きですよね。まだまだ、これからいろんなことがわかっ
てくるのでしょうね。

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

沿岸部 20km 圏一時帰宅開始
ゆっ太郎 (2011.05.25 03:20)
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/3032.html

東京電力原子力発電所災害により
20km 圏内警戒区域指定とされ、生まれ育ったふるさ
とのまちに戻れなくされてしまった方々の沿岸部では
じめての一時帰宅が、今日 25 日からはじまりました。
先だって、一時帰宅の実現した

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

心が届きました

［川内村］
国の天然記念物
指定を受けた モリ
アオガエルの生息
する平伏沼。
今頃のこの時期、
沼のあちこちに モ
リアオガエルの卵

負けてらんにぇ ！ 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。 2011-05-25 08:52:38
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/33a85
85b8d89987a809b1ac9ee1b845f

が見られるはずです。
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5 月下旬の今頃は、春バラの最盛期で 今年 2011 年
6 月には 世界バラ会議(国際ヘリティローズ会議)が
開催される予定でした。

［葛尾村］
葛尾の地を
代々治めてきた
「葛尾大尽」松本
家の 屋敷跡は
爽やかな新緑五
月の頃の散策に
最適です。

［浪江町］(27 日
(金)も一時帰宅実
施)
青ひびと二重焼、
走り駒が特徴の大
堀相馬焼。
毎年春に開催さ
れていた伝統の技を伝える 春の大せとまつりは、窯元
が一同に会し盛大に行われています。

25 日(水)
［ 富 岡 町 ］
(29( 日) ・ 30 日
(月)も一時帰宅
実施)
5 月上旬から中
旬にかけて JR
常磐線夜ノ森駅
構内に色鮮や
かに咲き誇るツツジは 毎年たくさんの方が訪れる特別
な駅です。

29 日(日)・30 日(月)
［楢葉町］
相双地域でも
有数の白鳥の飛
来地として 冬の
観光名所となっ
ている 上繁岡
の溜池。
春には溜池を囲むように桜が咲き、新緑の今頃の時
期にも 爽やかな憩いの場として親しまれています。

［南相馬市］(27
日(金)も一時帰
宅実施)
旧相馬藩(宇多
郷・北郷・中ノ
郷・小高郷・標葉
郷)各郷の 野馬
追出陣騎馬は、7 月の出陣に向け 相馬市・南相馬市
を中心に、この時期の早朝 浜辺で調教の浜駆けを行
っていました。

［大熊町］
うつくしま百名
山にも選ばれた
日隠山。
登山道が整備
され、大自然と
野鳥のさえずり
に包まれながら 片道約 2 時間の気軽な登山が楽しめ
ます。
毎年みどりの日に山開きが開催され 多くの登山者で
賑わいました。

26 日(木)
［ 双 葉 町 ］ (27
日(金)も一時帰
宅実施)
四 季 折 々 650
種 7,000 本のバ
ラが楽しめる 洋
式庭園の 双葉
ばら園。

言った言わないの国会答弁。
言葉遊びの発言訂正。
翻訳語彙の解釈見解。
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もうたくさんです。
震災と津波の大きな被害でたくさんの方が大切な家族
を失い夢を体現していた家を流されました。
震災直後の相双を返してください。
相双の皆んなで、そこから立ち上がります。

☆活動内容

ガレキの撤去・泥出し作業
流出物の洗浄・展示
避難所の運営補助
託児所の運営補助
物資の仕分け
鹿島区仮設住宅への食材搬入
等となっております。

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

〈原町区〉
原町区〉５月２５日
２５日の活動報告！
活動報告！
注）あくまで５月２５日（水）に受けた件数です。翌日５月
２６日（木）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。

南相馬市災害ボランティアセンター
南相馬市災害ボランティアセンターの
ボランティアセンターのブログ
2011-05-25 17:15:51
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10902591022.html

今日も一日お疲れ様でした

以前、リーダーさんのヘルメットを紹介しましたが
新しいデザインが増えました

今日もと～っても気
持ちのいい青空でし
たよ

じゃぁ～～ん！！
しかし・・・
ボランティアさんの数
は伸びず・・・

右上の物が以
前からあった
もの。
その他３つが
新しいもので
す。

活動者数
９７人
（県内３５人県外６２人）
ニーズ件数 １７件
でした。

どうですか？
かわいいですよね
驚くことに、もともと真っ白い物に手描きで描いたんで
すよ すごいですよね！！
被りたい方は是非リーダーに
早い者勝ちですよ

久々に１００人を割り
ました
まあ、平日ですから
ねぇ～
ニーズに対しボラン
ティアさんの数が少
なく必要人数より少ない人数での作業となりました。
平日にも関わらず来て下さったみなさんどうもありがと
うございました

それでは明日も沢山の方が来て下さるのを心待ちにし
ています。
どうぞよろしくお願いします
#############################################

編集より：長岡市の場合、昨日より北部・南部両体育館
の両避難所の人数が大幅に減りました。一時帰宅もあ
り、また暑い夏を控えた次へのステップでしょうか。少し
でも良き方向へ向かっていただきたいと思います。

それでは明日５月２６日(木)の募集内容ですが
☆活動件数 １７件
が必要です。

１２０人程度のボランティアさん
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