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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３０３０３０３０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！  2011-05-30 05:25:03 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/25d495d765e02b

50355e2450536c342a 

朝から雨です。台風から熱帯低気圧になったようです

が、今日は一日中雨のようです。 

７時半までにお弁当２０個、８時までに１３５個の注文を

頂いています。 

ちょっと、大変ですが、お惣菜チーム ５時半出勤で今

からフル活動です。 

 

今、この町に必要なものの一つに、精神的な支えにな

る相談所や東電に対しての損害賠償などを相談する

所、人がいるような気がします。 

できれば、心療内科、弁護士、税理士、司法書士、な

どが一緒にあり相談出来るような場所、施設があり、気

兼ねなく出入りできるような所が必要だと思いますが、

共同でそんな施設を作る人、いませんかね？ 

場所はあります、弁護士募集中！ 

 

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３０３０３０３０日夜日夜日夜日夜        2011-05-30 19:53:17 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d53005a3a7589a

fb231ae694c8bbd2ed 

今日は、朝から大雨、それでも頑張ってお弁当の注文

を朝８時までに１３５個届けました。２０個の注文の方を

待たせてしまい、申し訳なかったです。 

あるＮＰＯ法人の旅行のお昼のお弁当の注文でしたが、

あいにくの雨でしたが、どうだったでしょうか。 

来週もあるようなので、ぜひお早めにご注文を頂けると

嬉しいです。今回は注文いただいたのが、前の日の夕

方６時頃だったので、少し焦りました。 でもサイヤのお

惣菜チームはどんなことでも、こなしてくれます。感

謝。 

 

大雨、渋佐の浜の田んぼに行ってみました。道路を挟

んで右側が山側、左側が海側です。 

  

水が溜まり始めていました。 

 

農協、誤解でしたかな？ 飯館のおじさんの話、もう少

し詳しく聞けばよかったようです。 

今日は、ある人が、住宅１階部分が津波で壊れたが、２

階は住めるようなので、早く直して住みたいのだが、農

協の保険が今だ確定しなくて、どの程度保険金が出る

のかわからず、困っていると言っておりました。 
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松川浦松川浦松川浦松川浦    

どっさりんこ (2011.05.30 12:30) 

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/3055.html 

数年前まで「相双」と言う言葉も知らなかった私。 

『相双ビューロー』を通して、私は相双地域の豊かな自

然、 

人の温かみを知りました。 

中でも個人的に思い出のある場所「松川浦」 

ここは私が始めて取材に行き、温かく迎え入れてくれ

たところです。 

 

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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私の大好きな「松川浦」が 3 月 11 日、たった数時間で

変わってしまいました。 

あの大地震と大津波で。 

  

 

国道 6号線から松川浦方面に車で走ると良い潮の香り

がしてきます。 

民宿やお店の先では、「魚の塩焼き、海苔、ホッキ貝、

干物などなど」の美味しそうな香り、光景がひろがって

いました。 

しかし、今はすっかりその光景がかわってしましまし

た。 

  

夏になれば海水浴で賑わっていた場所も。 

  

跡形もなくなってしまっています。 

私はドキドキしながら、初めて取材をさせていただいた

「カネヨ水産」さんに 

 

先日ゆっ太郎が取材で中村神社に伺った時に、「カネ

ヨ水産」さんの社長さんにお会いしたそうです。皆さん

無事とゆっ太郎から聞き、涙が止まりませんでした。 

今度私もみなさんに笑顔でお会いしたいです。 

また美味しい定食をたのしみにしております。 

 

私の大好きな場所のひとつ「松川浦」。 

3月11日ですべてが変わってしまいましたが、以前以

上に素敵な松川浦に生まれ変わります。 

私もまた伺います。 

 

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

    

【【【【    ハートハートハートハートのきゅうりのきゅうりのきゅうりのきゅうり    】】】】        

ヨシユキヨシユキヨシユキヨシユキ副園長副園長副園長副園長    よつばよつばよつばよつば青雲青雲青雲青雲ブログブログブログブログ  

よつば保育園ヨシユキ副園長が、青雲の志で保育を綴る! 

2011年05月30日 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/205607491.html 

５月２４日 

きゅうりが２箱、園に届きました。 

５キロ×２＝10キロです。 

 

送り主は、二本松農園の佐藤さんからです。 

二本松農園さんでは、きゅうりを作っているのですが、 

ちょっと変わったシステムなのでご紹介します。 

以下は、最初に私に来たメールです。 

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

（編集より：実際のブログにはメール内容が記載されて

いますが、この新聞では許可をいただいておりません

ので掲載は見送らせていただきます。ですが内容をま

とめます。「インターネットで被災地支援きゅうりを扱っ

ています。このキュウリを送りたいのですがいかがでし

ょう？ http://www.nihonmatsu-farm.com/ 」という

ような内容です。） 
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いかがですか？ 

風評被害で売れなくなっている農作物を作っている農

家と被災で野菜が足りなくなってる方両方支援できるこ

のシステム…考えましたね。 

ＷＥＢショップ上でよつば保育園へお送りするきゅうり

○箱分、といった形で支援を募るんだそうです。 

それを見た一般のお客様で支援したい人は、そのきゅ

うりを買うことで結果的に農家と子どもたちの両方が支

援できるんですね。 

ということは、うちに送られてきたきゅうりも、誰かが買っ

て送ってくれたことになるんですね。 

ありがたいことです。 

一石二鳥のこのシステム、ほかにも活用できたらいい

ですね。 

で、このきゅうり…なんと、ハート形と星形のきゅうりが

おまけで入っていたんです！ 

スライスするとよくわかりますよ。 

 
さっそく、給食のサラダとして使わせていただきました。

写真をご覧ください。 

 
美味しそうでしょ？子どもたちもみんな喜んで食べてま

したよ～！ 

二本松農園の皆さま、そして子どもたちのために買っ

ていただいた方、 

ありがとうございました！！ 
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〈〈〈〈原原原原町区町区町区町区〉〉〉〉５５５５月月月月３０３０３０３０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  

2011-05-30 17:53:05 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10907853862.html 

今日も一日お疲れ様でした 

今回はいつものブログの中の人が戻ってまいりました

(*＾ー＾)ノ  今週も張り切って書きますよ～ 

 

今日は朝からあいにくの雨・・・ 

しかも台風並みに風が強かった 

 

 

木の枝や葉っぱがいたる所に散乱しています 

みなさんの所は被害などありませんでしたか？ 

こんな強風の雨の中、朝から来て下さったみなさんを

外で待たせるのはいけない！ 

と、今日はお越しいただいた順に受付をし中で待って

もらいました。 

そんな屋外作業が中

止だった今日の活動

者数は 

 ４６人 （県内１７人 

県外２９人） 

ニーズ件数 ８件 で

した。 

 

こんな悪天候の中来

てくださったみなさん 

本当にありがとうござ

いました 

 

それでは明日５月３１日（火）の募集内容ですが 

☆活動件数  １８件  １５０人程度のボランティアさん
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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５/３０（月）に受けた件数です。翌日５/３１

（火）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。 

雨が降った場合は屋外での作業は中止となります。 

  どうかご了承ください。 

 

屋外作業が２日も中止となりガレキの撤去・泥出し作業

のニーズが多くなっています 

明日の天気予報は日中は晴れ やっと作業が出来そう

です。 

体を動かせなくてうずうずしていた方お待ちしてま～

す 

 

お待たせしました～(≧▽≦)  紹介コーナー 

今日はこちらの方々です 

左から 

メレヒナさん、藤

井さん、鈴木さ

ん 、 大 重 さ ん 

です。 

今日は４人で託

児所へ行って下

さいました。 

 

鈴木さんは地元鹿島のローカルサーファー 

ほかの３人はネットで呼びかけて集まってくれたそうで

す。 

本当は６人で来たのですが、３人は昨日帰り、残った３

人は明日まで作業してくださるそうです。 

東京、横浜、静岡など、色々な所から集まってくれたそ

うです。 

 

前回紹介した方たちもそうでしたが、知らない人同士

で来るという行動力がすごいですよね 

来てくれてどうもありがとうございました 

明日も紹介できるように取材したいと思いまーす。 

突然声を掛けるかもしれませんが逃げたりしないでく

ださいね 

（みなさんを紹介できなくてゴメンナサイ） 

ではでは、明日は沢山の方が来てくれるのを期待して

いまーす。 

どうぞよろしくお願いします 

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

    

【【【【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】】】】     

東日本大震災関連情報（H23.5.30 9:00現在）  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/kougyouseihinsokutei.js

p 

●工業製品の放射線測定等のサービスについて 

 

 南相馬市では、企業者等が持参した工業製品につ

いて、放射線量の測定や、放射線関連の技術アドバイ

スを実施するとともに、測定結果の報告書を後日発行

するサービスを行います。 

 

１．実施場所 南相馬市原町区萱浜字巣掛場45－112「福島

県立テクノアカデミー浜 建築実習棟」（テクノ浜 南側の棟） 

 

２．料金  無料 

 

３．受付方法  電話による事前予約後、指定した日時に必

要事項を記入した「放射線測定依頼書」を持参してください。 

 

４．事前予約期間 

（１）受付開始   平成２３年５月３１日（火）から 

（２）受付時刻   9：00～17：00 

（３）予約受付電話番号  0244-25-3310 

（株）ゆめサポート 担当：亀井・山崎 

 

５．実施期間  

（１）測定開始  平成２３年５月３１日（火）から当分の間。 

（２）測定時間  9：30～16：30（火曜日～木曜日） 

 

【問合せ先】  商工労政課 0244-24-5264 

 

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

 


