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やっとやっとやっとやっとネットネットネットネット開通開通開通開通＾＾＾＾＾＾＾＾    

えび父さんの日記 2011/05/28 21:30 

http://ebi.tou3.com/Entry/54/ 

引越しも無事？完了し、ネットが繋がるようになったの

で新転地での更新です。 

引越しが完了したといっても、荷物を入れただけで片

付けはまだなので落ち着くまではもう少し掛かりそうで

す 

でも、えび水槽は引越し当日には立ち上げ、新しい地

で元気にツマツマ・・・・・ 

実は、２匹ほど☆にしてしまいました。。。 

強行軍での移動になったので、ストレスなどあったのか

もしれませんが、なんか悔しいというか 

JESさんに申し訳ない気持ちが・・・ 

でも、残ったえび達は元気にツマツマしてるし、抱卵個

体も元気にしてるので、次生まれる稚えび達は 

なんとしても育てなくてはと気持ちも新たにえび飼育に

励むつもりです。 

水槽の増設も完了したし（といっても３０キューブが２本

になっただけですが＾＾；） 

チャームさんで６０R が安く出たら買う計画もあるので、

最終的に６０R１本、３０C２本体制で頑張るつもりです 

実生活が落ち着くまでは、更新も遅れがちになるかと

思いますが、これからも宜しくお願いします＾＾ 

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

母母母母、、、、帰帰帰帰るるるる事事事事にににに。～。～。～。～いざいざいざいざ南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市へへへへ～～～～            

第一子第一子第一子第一子とととと猫猫猫猫、、、、時時時時々々々々    結婚結婚結婚結婚＆＆＆＆コラムコラムコラムコラム 大地震に臆する事無く、3 月 17

日無事に第二子が産まれました(≧ε≦) 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37546528.html  

随分とブログ更新を放置しておりましたが皆様如何お

過ごしでしょうか？ 

オイラは相変わらず元気ハツラツとまでは行かないも

のの、至って普通です 

 さて、ブログタイトルにもしましたが、本日あの大震災

後から避難していたオイラの母が南相馬市に帰ります。

理由はいろいろあるんですが、簡単に言えば 

１．『自分（母）がいるとまもっち夫婦がいつまでも家族

で生活が出来ない』 

２．『だんだん地元に仲間が帰ってきた、スーパー等も

再開してきて生活がある程度出来るようになった』 

３．『早期にこれ以上良くもならないし悪くもならない

（原発関連）』 

４．『我が家の地域の屋外放射線量が毎時１～１．５μ

ＳＶであり、長生きしたとしても３０年先まで生きる事は

まず無い（その前に寿命が来る）』 

などを理由に帰る事に決定。まぁ実際、こんな時に庭

で草むしりする事は無いし、裸で外にずっと立ってい

る事は無いからそんなにビビる必要も無いんですけど

ね。ただ、どうしても柊斗やライトは連れて行くことが出

来ないってのが悲しいっていうか、辛いんですけどね 

自分が産まれ育った場所が行けないってのも………

……ね。 

 

『こーだからこう』ってのが無いから大変なんですよね

ぇ。放射線関連の臨床なんてやらないし（こんなのやっ

たら人体実験になっちゃう）、あくまで予想でしか無い。

たがらしょうがないっちゃしょうがない。こればかり

は。。。 

みんなニュースで見てると思うけど、よっぽと双葉や浪

江、富岡の方達が辛い思いをしています。だって家に

帰れないんですもの。一時帰宅で帰ってもあんな小さ

な袋に入るものしかダメだなんて……。 

オイラの母は『家に帰れるだけわたしゃ、幸せだよ。』

って言って一時帰宅のニュースを見る度に愚痴と涙を

こぼしています。 

 

あの日、双葉群にお住まいの家々に避難を呼び掛け

る警察なんかが来て、『また津波かぁぁーーー』って思

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、ほか 

新聞 PDF 置場 http://www45.atwiki.jp/soiga/pages/137.html  
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って着の身着のままに避難された方々。実は“原発事

故で避難した"なんて事実を後から聞かされ、今度は

帰るに帰れない。 

『憲法に違反はしていない』 

等と訳のわからんご託を並べる政府。言った言わない、

聞いた聞かない、危険では無い可能性だ、等とまとまり

の無いやりとり。正直、ニュースを見るのも嫌になっち

ゃうここ最近のオイラ。 

でも今回、母が決めた事をオイラは尊重したいと思っ

ております。またなんかあったらこっちに来ればいいし

ね 

たしかに今回の一件で“脱原発"があがるのも無理も無

いって思う。でもだからと言って簡単には止められない

のも事実。オイラの中学校の友達なんか（高校に行か

なかったヤツとか）の半分は原発関連の作業員だし、

オイラの高校の友達だって原発に絡む建設工事会社

に行ってるし（あっ、“行ってたし"だね）。 

 

また、原発で供給している１５％分を何の発電設備で

供給するかの議論が全くまとまっていないし、ＳＢの社

長が声高らかに“自然エネルギー"について語ってい

るけど、これは間違いなく今の技術では電気代がアッ

プする。現在の自然エネルギーを使った発電能力は、

全使用電力量の凡そ１％しか無い。 

原子力三法の予算を自然エネルギーの発電所建設に

回したとしても一体いつになるのか判らない。それまで

ずっ～と日本国全体で節電をしなくては行けない。 

病院や自宅で酸素吸入や人口透析を受けている方々

とか、命に関わる人が文句を言うのは仕方が無いけど、

前回の計画停電（無計画停電とも言う）で文句タラタラ

言っていた人達が果たしてそんな事を出来るのか？っ

て思う。もちろんオイラのブロ友さん達を含めて大部分

の方々は前回の『計画停電』についてある程度協力的

だったと思いますけどね 

 

『何かを得るためには何かを棄てなければ（放さなけ

れば）為らない』 

っていうのがオイラの持論なんですが、今回はこれに

当てはめるには事が大きすぎるのも事実。だからこそ

端的に事を考えずに今後の生活を考えて行きたいと

思っておりやす。 

『ドラえもんの“もしもボックス"があれば……』と今回ほ

ど思った事が無いオイラでした。 

※いや～、で 3400 も文字を打つと疲れるねぇー 
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うたうたうたうた            

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-10906209135.html  

2011 年 05 月 28 日(土) 23 時 43 分 46 秒 

こんにちは、キャナです。 

KOKIA さんの『この胸の苦しみが愛おしいほど生き

て』 感動しました。 

YouTubeでの映像に。 

日本も捨てたもんじゃない。 

でも世界も捨てたもんじゃない。 

世界に感謝。 うたに感謝。 

 

くじけそうになった時は 震える心で考えるの 

もっとずっと頑張っている あなたが居ることを 

大きな困難に立ち向かう あなたの闘いを知ってから 

強さを備えた生きる姿が 私をえぐってはなさない 

私はまだまだ頑張れる 

弱音ははく場合じゃないよ 噛み締めて生きなきゃ 

この胸の苦しみが愛おしいほどに生きて 生きて 生き

て(作詞作曲KOKIA) 

 

この人の曲はなんて素晴らしいのだろう。 

前にあった地震でもこういう曲を歌ってましたよね…確か。 

元気をもらいました 

うたの影響もすごいね 

 

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

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２９２９２９２９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！  2011-05-29 05:19:56 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/0fc8736b73bcf6

3657ce3d8ca1d5cc49 

昨日、２８日は毎月お寺の（東本願寺原町別院）集まり

があります。でも、今回は先月に続き皆さん集まれませ

んでしたが、院代さんと奥様といろいろ話をしてきまし

た。 お寺の中が地震で相当な被害を受けて入れない

状態なので 

修理、修繕をしたいとの事、今後の活動はしばらく中止

するしかなく、６月の役員会で話し合いたいとの事でし

た。 

本山の方からは、３０ｋ圏内だから、お寺に入るなとの

連絡があったようですが、残っている檀家さんの為にも、
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戻って来られたようです。 

『今、いのちが あなた を生きている』好きな言葉です。

親鸞聖人７５０回大遠忌のテーマです。 

そうでした、今本山では、親鸞聖人７５０回大遠忌法要

の最中です。もうすっかり忘れていました。 

出かけようと考えていましたから、何とかして行きたいも

のです。 

 

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２９２９２９２９日夜日夜日夜日夜        2011-05-29 19:03:20 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e8728dae149b54

05009587c0d09041e4 

学校給食の続き やっぱりお金です。給食費を集められない

ようで、救援物資を使ってやりくりしているようです。 

給食センターの能力は３０００人分ぐらいは作れるよう

です。人手もあるようです。無いのはお金だそうです。 

 

東北電力の下請け大手のユアテックという会社がありま

すが。今２０ｋ圏内の警戒区域の小高、浪江地区（たぶ

ん海側）に入って電線工事を始めたようです。いずれ

早い時期に、放射線の低い地域に入れるようになった

時の為に準備を始めたのかな？ そうだといいのです

が。 

孫の釉月のブログを見るのが、楽しみですが、この三

か月でぐんぐん成長しているようです。身近で見られな

いのが残念ですが、私だけではなく、こういった家族

は多いと思います。忘れられないうちに会いたいもの

です。 

 

放射能さえ無ければ、すべては原発事故のせいです

が、そういえば、線量計であちこち測っていますが、ほ

とんど１マイクロシーベルト以下ですが、たまに１，５マ

イクロシーベルトぐらになる所があります。雨どいの下

の水たまりは高いです。お寺の行った時も測りましたが、

お寺の境内の木の下の地面は高いです。２マイクロシ

ーベルトはありました。周りが籠っているような所は高

いと思います。でも、常に一定ではなく、値は上がり下

がりはしています。 

 

九死に一生を得た人の話 その人は津波に車ごと呑ま

れたそうです。窓をしっかり締めていたのですぐには

水が入ってはきませんでしたが、洗濯機の中にいるよ

うにゴロゴロと転がされていき、自分の車の両脇を船が

並んで津波に運ばれていったそうです。もうだめかと

思った時に瓦礫の上に車が乗っかって流されていき、

住宅の上に乗っかって止まったそうです。 

車から出ようにも水の圧力でドアが開かなくもがいてい

たら後ろから瓦礫が来て後部ガラスが割れて、そこか

ら脱出でき、助かったとの事、手首を骨折したようです

が、今は元気です。 今、こういった話がちらほら聞くこ

とが多くなってきました。 助かった人は本当に運が良

かったのですね。 

 

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

南相馬市仮設住宅南相馬市仮設住宅南相馬市仮設住宅南相馬市仮設住宅へのへのへのへの移動当日移動当日移動当日移動当日    ・・・・・・・・・・・・    

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。  2011-05-30 04:51:43  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/27954

461213f822bbe2c74588f2e8e47 

 

仮設住宅（鹿島区）への第一次移動日（２８日）です。 

「迎えのバスが もう着いていますよ ・・・ 早く 早く 」 

予定の時刻より３０分以上も早い ・・・ 

心配する３人の方から電話いただき家を飛び出す・・・ 

集合避難所は 荷物の積み込みにテンヤワンヤ。 

 

「先に行ってます」 ・・・ 万感の想いでかたい握手。 

「 また仮設で 」 ・・・ 家族を送り出す心境です。 

お互い 仮設移転後に控えている厳しい現実を思う

と ・・・ 複雑です。 
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荷物の中に 人がうずまるような状態です。 

積みこみ 乗りこみのお手伝いで 写真を撮る余裕もなく・・・ 

 

わが愛しの「観音菩薩様」は 白髪が見えるだけ。 

背伸びをして手を振ると 

・・・ 優しい目で 小さく手を振ってくれました。 

 

翌日（２９日）の新聞です。 

・・・ ひとまず安心。 

背景に写る仮設住宅の様子もまた・・・気になります。 

 

原発から３０キロちょっと離れただけの仮設住宅。 

もしや もしや ・・・ 原発汚染がさらにひどくなり 

「再避難」などという オロカなことがないように 

・・・ 祈るばかりです。 

 

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

５５５５月月月月２９２９２９２９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  

2011-05-29 18:14:09 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10906973157.

html 

【重要】明日の原町区の活動は、屋外活動中止のため、

☆流出物の洗浄、展示 ☆避難所運営補助 ☆託寺

所の運営のみとなり、７５名の募集となります。 

せっかくお越しいただいても活動できないこともありま

すので、予めご了承ください。 

--------------------------------- 

本日も活動お疲れ様でした！本日の活動は、雨天の

ため屋外活動を中止としました。 

活動者数は、５５名（県内１９名、県外３９名） 

ニーズは ７件でした。 

そして、やはり雨天だと寂しいボランティアセンター。 

ブログもなかなか書くことがありません。。 

しかし！面白い話はたくさん転がっているんですよ！ 

＜今日の人＞というコーナーでも作りましょうか、という

話になりました。 

その輝かしい第１回目

は！福岡県の社協さんの、

武田鉄矢....ではなく、お

かべさんです。 

さすが福岡。武田鉄矢さ

んバリに「熱い人」です。 

おかべさんは、ボランティ

アさんが集まると、「作業

の内容」を説明したり、案

内したりする役割を担って

くださっています。 

その中で面白い話を一つ！ 

ある日、熱意をもって「資材の取り扱い」について説明

していました。 

「それでは、お使いになった資材は、帰って来たら、こ

ちらになおしてくださいね！」  「？？？」 

「いや、なおしておいてくださいね」  「？？？？」 

福岡では、「なおす」とは、「片付ける」という事なんだ

そうで。 

「直す」と勘違いしたボランティアさんは、「え？スコップ

直すの？」となったんですね。（笑） 

ボランティアセンターでは、全国、津々浦々の方言が

飛び交います。 

それを、「どういう意味なのー？」と教えあう楽しみも、

あるんですよ。 

おかべさん。 

夜の街でも情報交換を行っ

ているそうで。（笑） 

今日も、エアーギター片手

に夜の原町に消えていきま

した、と、さ。 

それでは、明日もよろしくお

願い致します！ 

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

編集より：希望者の皆さんが順次南相馬市内の仮設住

宅に戻られていられるようで、今後もさらに苦労もおあ

りでしょうが良かったです。 


