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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２６２６２６２６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！  2011-05-26 05:33:36 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/be32b2d7ad8c71

b45e59304cdd655ef8 

仮設住宅、２８日から入居が始まるそうですが、キャン

セルする方も多いようです。抽選で当たった仮設が気

に入らない、間取りが悪い、場所が悪い、借り上げ住宅、

避難所、旅館の方が（三食出るから）良いからとか い

ろいろな理由で仮設に入るのをやめる方が多いと聞き

ました。 

 

家族構成と間取りが合わないこともあるようです。１世

帯６人で２間では無理でしょう。車１台しか置けないよう

では無理でしょう。市、県、国？まだまだ仮設住宅足り

ないから造るそうですが、大丈夫でしょうか、本当に被

災した方たちの希望を聞いているのでしょうか。昨日当

店の近くの古い借家（ここ住めるのか？）に仮設に入る

のが嫌だからと３人家族の方が引っ越してきました。 

本当に仮設に入りたい家族は抽選にもれて困っている

のを聞くと、なんだかよくわからなくなってしまいます。 

市役所 頑張れ！ 

 

家の生き残っている猫です。 

 

右がオスのミー、左が

マー 黒のクーはどこ

に行ったのやら。みん

な去勢、避妊済です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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２６２６２６２６日昼日昼日昼日昼                    2011-05-26 13:47:48 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5f9ac0eed11b5a

00626268001f34fcb1 

 

放射線を測る線量計がやっと来ました。 

   

店内               店の外の草むら 

 
２階の台所 

 

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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当店の裏５０ｍぐらいの所に保健所があり、そこで毎日

放射線の値を測って発表していますが。 

 いつも０，４８ぐらいですね。 

 

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２６２６２６２６日夜日夜日夜日夜                     2011-05-26 19:26:04 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/297453a54f455a

3489bba302d360b327 

昨日、原校対相校の定期戦がありました。残念ながら

用事がありいけませんでした。残念。 

見に行った人に話を聞きましたが、接戦の良い試合だ

ったそうです。前半原校が１対０でリードしていましたが、

相高のホームランで２対１と逆転しましたが、最終回、

原校がさよならで勝ったそうです。調整不足の中、なか

なかの良い試合だったようです。夏の大会も頑張って

もらいたいですね。 

 

いよいよ、野菜の出荷制限が解除されつつあります。

ホーレン草、キャベツ、など解除になったようです。 

放射能の値を３週間に亘って、検査し基準以下であれ

ば、ＯＫなのですが、もう少し早くならないのかと、農家

の人たちは言っています。検査待ちの間に、野菜が大

きく、なりすぎたり、身割れしたり、一番いい状態の時

に出荷できなくなったり、といろいろ問題がありそうで

す。 

 

原町区青葉幼稚園、近

くの青葉台住宅の家の

玄関前の放射線量 
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不思議体験不思議体験不思議体験不思議体験    

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。  2011-05-26 19:47:49  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/511c3

ca73c0f71a581f20ce0e43f5631 

 

 

私の不思議体験です。 （ちょっと長くなりますね） 

集団避難所にいるときから 昼夜を問わず喘息のよう

な咳が止まらず悩まされ続けておりました。 

ますますひどくなり 周囲の人からも心配されるほどで

す。 

 今月１１日に集団避難所を離れ雇用促進住宅に移っ

てからも続き、激しい咳はおさまることがありません。 

 

 さすが 妻からは、薬を飲むこと、病院へ行くことを勧

められましたが ・・・ 。 

かってないことなので ・・・ 自分の知るさまざまな身

法も試みましたが、改善されることはなく ・・・ 内心 

「もしかすると・・・」と穏やかではなく、気が重くなる

日々が続きました。 

 

２２日の夜 フッと気づき 

２３日の朝から始めてみました。 

とても簡単なことです ・・・ 

 

「 日常の動作だけを 

気持を込めて しっかりとやる 」 

 

つとめて無心になって 

日常動作に心を込めて 

ただひたすら 力みなく ゆっくり行う 

・・・ことを始めてみました。 

 

家の中を歩くのも ゆっくり 

トイレに入っても ゆっくり 

お風呂も ゆっくり 

食事も ゆっくり 

散歩も ゆっくり ・・・ 

すべての動作を ・・・ 

リラックスして ゆっくり ゆっくり です。 
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２３、２４日の２日間 

それこそ 咳のことも忘れ ただひたすら ・・・ 。 

 

・・・ なんと なんと ？！ 

２５日の朝 気づいてみると 

咳は ピタリと止まっているではありませんか ！ 

 

ハイ ・・・ このさい「ドウシテ」ということは 

追求しないことに致します。 

 

チョッとした不思議体験です。 

・・・ どうぞ どうぞ おススメですよ。 

 

＊ お返しのコメントを書けずおりましたのは こんな

事情がございまして ・・・ なにとぞ なにとぞ お許し

ください。 

今後は ゆっくり ゆっくり進めてまいりますので ・・・ 

以前同様 よろしくお願い致します。 

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

南相馬南相馬南相馬南相馬のこどもたちへのこどもたちへのこどもたちへのこどもたちへ楽楽楽楽しいしいしいしいイベントイベントイベントイベントののののプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント    

ゆっ太郎 (2011.05.26 04:30) 

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/3032.html 

全国放送のニュース番組で「南相馬市内では”閉鎖”さ

れています。」と、報道された幼稚園・保育園。 

 

東京電力原子力発電所災害により休園とはなっていま

すが 

 ・立入りの制限された 20km圏警戒区域 

 ・20km圏外で放射線量が高いとされた計画的避難区域 

 ・30kmまでの緊急時避難準備区域 

3 つの区域外の 30km 圏外にある鹿島区では保育園

は、5 月の 6 日から臨時開園を始め幼稚園も、6 月 1

日から再開します。 

南相馬市内の聖愛保育園・北町保育園・よつば保育園

の 3園合同で鹿島区で臨時開園しているなかよし保育

園。 

 

このブログでも、開園初日の様子や南相馬市から

2,200km も離れた石垣島からの絆の支援をお伝えし

ました。 

［相双ゆたどさ］ 

：南相馬鹿島区で保育園再開(2010.5.10掲載) 

：沖縄・石垣島から”絆”の贈りもの(2010.5.14掲載) 

園長先生、副園長先生をはじめ保育園の先生方はこど

もたちの笑顔のために毎日活動されインターネット上

の支援マッチングサイトボランティアプラットフォームか

ら楽しいイベントの来園となりました。 

 東日本大震災 支援物資／ボランティア募集 

 ボランティアプラットフォーム 

 (URL：b.volunteer-platform.org/) 

 

今回、なかよし保育園のこどもたちへ顔を届けに来てく

れた皆さんは公益社団法人 シャンティ国際ボランティ

ア会(URL：http://www.sva.or.jp/) 

専務理事 茅野 俊幸さんのプロデュースにより日本ニ

コニコ化推進プロジェクト（URL： 

http://ameblo.jp/syungikusishou/）から落語の古今

亭駿菊師匠 江戸太神楽の丸一仙翁社中・鏡味仙次さ

ん 腹話術の三遊亭金八さん 

（編集より：以下芸能人中心の写真は省かせていただきました) 

 

古今亭駿菊師匠はこどもたちも喜ぶ演目「寿限無」を

噺し保育園のこどもも高座で、いっしょに演じます。 

 

三遊亭金八さんは、相方のター坊とぱちこく堂金ち

ゃん・ター坊として腹話術。 

演じた後は、こどもたちと扇子と手拭で落語の仕草や

小咄に挑戦します。 

 

鏡味仙次さんは、400 年の伝統を持つ伝統芸能 太

神楽曲芸を披露。 

 

普段なかなか見ることのできない初めて目にする皆さ

んの芸にこどもたちも、会場に集まった保護者や地域

の皆さんも大きな笑顔で楽しい笑い声が広がります。 

  
 

こどもたちの楽しい笑い声のために懸命になっている

副園長先生も心からうれしそうです。 
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皆さんからの楽しい演目の終わりには保育園のこども

たちからいっしょうけんめい練習した、うたとおえかきし

た額で、ありがとう。 

  

 

なかよし保育園の先

生方はこどもたちの

笑顔のために支援い

ただく皆さんとたくさ

んのイベントを用意し

ています。 

 

 

 

 

 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉５５５５月月月月２６２６２６２６日活動報告日活動報告日活動報告日活動報告！！！！        

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  

2011-05-26 17:37:52 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10903649674.

html 

 

今日も一日お疲れ様でした 

 

昼間はいいお天気だったのですがだんだん曇ってき

てしまいました 

明日は曇りのようですがあさってからは雨マークが・・・ 

う～ん もちろん雨も必要ですが、ボラセン的には降っ

て欲しくないなぁ～なんて思ってしまいます 

 

 

さてそれでは、本日の

活動者数ですが 

９４人(県内４１人県外５３

人） 

ニーズ件数１５件でし

た。 

 

来て下さったみなさん

どうもありがとうございま

した 

 

今日もニーズに対しボランティアさんの数が少なかっ

たです 

明日はもう少し多くの方が来て下さるのを期待しています 

 

それでは明日５月２７日（金）の募集内容ですが 

☆活動件数  １６件  １２０人程度のボランティアさん

が必要です。 

☆ 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 

  等となっております。 

 

注）あくまで５／２６（木）に受けた件数です。翌日５／２

７（金）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。 

明日もどうぞよろしくお願いします 

 

《おねがい》 

最近、宿泊施設・バスについての問い合わせが多くな

っています。事前に確認の上お越しくださいますようお

願い申し上げます。 

 

現在営業中の宿泊先  南相馬市観光協会↓↓↓ 

http://www.minami-soma.com/kanko/modules/d3blo

g_2/details.php?bid=11 

 

当センターまでのアクセス 

ＨＰの概要・アクセスの項目をご覧ください↓↓↓ 

http://minamisoma.jimdo.com/ 

 

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


