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それから『震災後、私たちは被災者だったんだ！』とい
っている人がいたらしいのですが、その人は今回の災
害+人災によって打ちのめされる福島をみて大きなショ
ックをうけた、とか。

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。

どれだけ福島がいろんな人に影響をあたえているか。
注目されている福島と福島の人たちはいい方向に変
わるべきでは、と思います。経済やまちの建て直しとか
もあるけれど性格的な意味でも、変えるべきなんじゃな
いかな。
今の私たちは原発の注水継続がなんやら言ってる前
に今をみるべきなのかもしれない。
私が毎日思っていることです。
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気分

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

ありがとう

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10905124147.html
2011 年 05 月 27 日(金) 23 時 56 分 05 秒

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、ほか

本日、２回目の更新
最近、結構精神(カッコ良くいえばメンタル?)の疲労が
半端なくて、脳内では常にパンク状態…。
もともと、精神が一回狂えば狂いまくる、というつくりの
せいかもしれませんが
とにかく気分毎日ブルーで笑うのも疲れるくらいなので
合唱の練習がなくなった土日にパラメーターを０にしよ
うかな、と。
被災者は身体的+精神的ダメージも大きいので風評被
害、はやくやめてくださいねヽ(￣д￣;)ノ
私の場合は学業のプレッシャー(ここ、学力高いし)や
友達の行方やら友達づくりなどで疲労困憊…という感
じなので風評被害には関わってないのですが、原発
のニュースみるだけで気分が沈んでいくので…(-_-)
まぁ、とりあえず明日は合唱部の人たちと親睦会するの
でそこではじけようかな………できれば。
でも歌ってるときが一番楽です、やっぱり。

新聞 PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html

今をみる
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-10905124147.html
2011 年 05 月 27 日(金) 23 時 25 分 07 秒

こんにちは、ネガティブキャナです。
あ～昨日は久々に泣きました。
なんで低い声でないのかな～アルトなのに(;_;)
よくメゾ声と言われます。
あ～大会にメンバー落ちしたらどうしよ(-_-)
なんて考えられるほど郡山は普通の生活をしていま
す。
でも最近、気付いたことが一つ…。
皆さんにミステリアスと言われるようになりました。
南相馬では『歩けばバカをする』マヌケと言われていた
ので内心びっくり
災害って人格も変えるんですね(私の場合はまた別か
もしれませんが(-_-;))
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サイヤ社長の
南相馬市から
南相馬市から５
２７日朝 サイヤ社長
社長のブログ
から５月２７日朝
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！ 2011-05-27 05:07:57
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5843330ce028b8
54ab9776401f8ac01d

今日は、お弁当の見本の試食会があります。あるＮＰＯ
法人が山梨の温泉に南相馬市の住民の方たちを招待
したいと、４泊５日、６泊７日の２コースがあり、無料招待
とのことです。毎週月曜日に出発です。ご招待のべ総

でもそういうのは実際にあるらしいですよ。
山古志に行ったときに『前は少しトゲがあったけど震災
後はすごく丸くなって優しくなった人がいる』
というお話も聞きましたし。
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報告です。 2011-05-27 11:42:43
数１０００人だそうです。出発日のお昼のお弁当の注文
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/4222c
を頂きまして、そのお弁当５００円と７００円のどちらがい
97fd6d00b4f8db50b5338b41b14
いかの、見本を作っての試食会です。第１回の出発は

５月３０日だそうです。人数はまだ聞いていませんが、
５０人から１００人ぐらいでしょう。
クニエダパッケージさんから旗を頂きました。
昨日、原町三小で住民へ
の東電からの説明会があ
ったそうです、詳しくは行
った人に聞いて、ブログ
で紹介したいと思います。
岡田君、行くと言っていま
したから、今日来てくれる
と聞けるのですが。

南相馬市が発表した第一次仮設住宅選定に該当し、三条市
から移動を決めた避難者は七世帯１４名で、２８日移動する。
今回の第一次選定の９ヶ所 約５００名が初めての入居受け入
れとなる。（三条新聞）
仮設住宅への移動が いよいよ始まりました。
が ・・・ 帰郷する避難者 次の選定を待つ避難者にとって
雇用の問題など ますます現実的な問題がのしかかってきま
す。
加えて
原発から半径２０キロ（警戒区域）からの避難者にとっては
放射能汚染による健康問題はもとより
先行きがまったく見えない不安は
・・・ 想像を絶する重さがあります。

南相馬市から
南相馬市から５
から５月２７日夜
２７日夜

2011-05-27 19:15:37
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/909204d4a4c1bf
8a69df75212fbc9ace

昨日の東電の説明会、行った人に話を聞きました。どう
やら、東電、免責を打ち出してきたようです。
早期に被害。損害を請求し検討し示談する場合、そこ
までの金額で折り合えば、その後の請求はでき無くな
るような免責を求めるようです。
早期退職金を割り増しで貰うような、仕組みなのかな？
後になるほど、損するようなことになるのかな？
東電も考えてきましたね。
後、何か所か説明会があるようです。

生活は一時 ・ 仮 ・・・
これから 苦しさだけが ・・・ 「本番」です。
正直 ・・・ ツライです
ツライです 負けてらんにぇ ！ みんなでな
2011-05-27 19:02:24
んとかすっぺ ！！

いよいよ、原町市場で５月３０日（月）朝７時３０分からセ
リが始まります。
野菜の出荷規制が解けてきたので、野菜の出荷が多く
なるようです。ただ、買いに来る業者がどれほどいるの
か、心配ですが。あとは、地元の人たちに買っていた
だけるかが、問題です。
安心、安全が第一ですが、今こそ地産地消をお願いし
ます。

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/06f92
9068ec99e72daa892a7b320051d
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南相馬市仮設住宅への
南相馬市仮設住宅への移動始
への移動始まる
移動始まる
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

昨日２６日 焼肉を食べる会がありました。
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昨日（5/26）、18:30 から南相馬市原町区において
東京電力から、”南相馬市原町地区にお住まいの皆さ
まへ”向けた「第一原子力発電所事故に関するおわび
について」の説明会が開催されました。
東京電力からは 4 名の出席。
鼓 紀男 副社長
永名修平 福島原子力補償相談室福島補償相談センター所長
後藤 福祉室長（※部署名聞き取れませんでした）
山田 第一原子力発電所広報
進行は、東京電力の今井 福島地域支援室。 （敬称略）
会場となった小学校の体育館には床に直座りできない、
立ったまま説明に耳をかたむける 1,500 人（新聞掲載
人数）が参加しました。

参加者全員 ・・・ 口には出しませんが その胸中は
「全員が集まるのも これが最後 ・・・ お別れ会、送別会」

東京電力から準備された資料は A3 版の既に公表・周
知されている内容のプリントが 2 枚。
参加市民の全員にいきわたらず「必要な方がいらっし
ゃれば お帰りの際に社員へご連絡先をおっしゃって
いただき お手元にお届けします」
と、参加人数の見込みですらも”想定の範囲外”であっ
たと了見の狭さを強調していただきます。

２ヶ月以上 励ましあってきた同志との別れは
正直 ・・・ ツライです。
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東京電力の
東京電力の南相馬市民への
南相馬市民への説明会
への説明会
ゆっ太郎 (2011.05.27 01:22)
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/3087.html#mor
e-3087
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それでは明日５月２８日（土）の募集内容ですが
☆活動件数 １１件 １２５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、
物資の仕分け、となっております。
先ほども書きましたが、雨の場合は屋外での作業は
中止となります。もし明日雨が降った場合は
・流出物の洗浄・展示 ・避難所の運営補助 ・物資
の仕分け
のみとなり、せっかくお越しいただいて
も作業できない場合もございます。
あらかじめご了承ください。

開会冒頭に「南相馬市役所から、会場を PM9:00 まで
お借りしていますが PM8:30 閉会を目安としたいと思
います。」旨の宣言をし開会から 30 分ほどは配られた
プリントに沿っての説明と補足にならない補足がありそ
の後、市民からの質疑に入ります。
（メモできた限りの質疑はこちらから）
編集より：スペースの都合上メモ内容は後日掲載いたします。
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〈原町区〉
原町区〉５月２７日
２７日の活動報告！
活動報告！
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
2011-05-27 18:26:17
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10904554144.html

今日も一日お疲れ様でした
スタッフ一同、朝から雨が降らないか心配していましたが
降らずにすみましたよ。
それどころか、少しですがおひさまが顔を出してくれました
やっぱりおひさまが出ると元気が出ますね
明日は待ちに待った週末
しかし天気予報は・・・
雨が降ったら屋外での作業は中止になってしまいます
どうか降りませんようにーーーー
の祈りを込めて、てるてる坊主を作りました

ところで突然ですが 新コーナー
毎日とはいかないかもしれませんが南相馬市の事や
ボランティアに来て下さった方など色んなことを紹介し
ていきたいと思いまーす
記念すべき第一回目は
ｍｉｘｙあいのり奉仕団 のみなさんを紹介します
この４人はｍｉｘｉ
で南相馬市への
ボランティアを
募り 岐阜県、
兵庫県、東京都
か ら 集まっ て く
れたそうです。
そ れぞれ新幹
線・夜行バスを使い５／２６ ａｍ８：００に福島駅に集合
しそこからレンタカーで南相馬市に来たそうです。
５／２６～２７の二日間ボランティア活動をし今日作業
が終わったあと帰って行かれました。

じゃ～～～ん

晴れますように…

さてそれでは本日の活
動者数ですが
１０７人 （県内３３人
県外７４人）
ニーズ件数１５件でし
た。
今日は久々に１００人を
超えました
来て下さったみなさん
どうもありがとうございま
した。

全く知らない人同士で来る行動力！
すごいですね！！
感謝の気持ちでいっぱいです。
来てくれてどうもありがとうございました
これからも色んな方を紹介していきたいと思います。
みなさんを紹介できなくてゴメンナサイ
それでは明日もよろしくお願いします
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