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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６６６６月月月月１１１１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！  2011-06-01 05:19:26 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/283e0369778f1d

6090d8de58eff4e0e2 

スクールバス、１日、１００万円掛かると私も聞きました。

お金はお国から出るのでしょうけど、複雑な気持ちで

す。何かあったらすぐに避難できるようにと、３０ｋ圏外

での、学校生活だそうですが、狭い環境の中、ぎゅうぎ

ゅう詰めで、そんな所で、それこそ何かあった時に対

応できるのか、心配ですよね。 

 

今年の夏の話題に、ブームになるようです。 

 

 

ゴーヤの種を土に植えて、発芽させたものです。 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから６６６６月月月月１１１１日夜日夜日夜日夜        2011-06-01 19:31:46 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/272c689a698851

3f2c23364f9d2b0618 

新築住宅、建築中でそのままになって、野ざらし状態

の物件が多々ありますが、ハウスメーカーは３０ｋ圏内

に来ないようです。建主の中には、もう住む事をあきら

めている方もいるようで、放射能に汚染された、家には

住みたくないとの事、この町では住めないという方もい

るようです。 

 

管内閣、どうなるでしょう。浜岡原発、止めてしまったら、

他の原発も止まりますよね。そうなると、電力不足にな

るのは、誰にでもわかりますよね。電気が無くては、製

造業ばかりではなく、すべての経済活動、生活に影響

してきます。原発、危険なのは誰にでもわかってはい

ますが、今すぐに止めるわけにはいかないでしょう。 

浜岡原発、止めてしまった、管政府では、他の原発再

開を、頼めないでしょう。 そうなると、首相を変えるし

かないのでしょう。 

大同連立、自民、民主の一部、公明、その他、誰が頭

になるのでしょう。 

いよいよ、田中真紀子の出番ですかね。 福島三区浜

通り（旦那さんの最初の選挙区）が始まりです。 

福島浜通り復興内閣でもいいです。早く原発をなんと

かしないと、賠償の道筋を示さないと、浜通りは死んで

しまいます。若い世代がいなくなってしまいます。 

賠償金と将来の展望が見えない状態の中で、商売は

出来ません。先立つものはお金、資金繰りがままなら

ぬようになってしまわないうちに、支援策を考えてもら

わなくては、地域の将来像を示していただかなくては、

そんな指導者が必要です。 

 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市    鹿島区応急仮設住宅鹿島区応急仮設住宅鹿島区応急仮設住宅鹿島区応急仮設住宅のののの様子様子様子様子はははは    ・・・・・・・・・・・・    

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。  2011-06-01 19:51:12  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/42ec9

0b67d5c5b14376683671c1b88ea 

 

市の木五葉松 

南相馬市鹿島区応急仮設住宅の様子は 

三条市総合福祉センター避難所から 

第一次移転・入居（２８日）したＵ君が 

手まめに現地から送ってくれています。 

 

それを 

三条市のボランテイア bora3294さんが 

しっかりアップしてくれています。 

http://blogs.yahoo.co.jp/bora3294 

（ブックマーク：避難所での・・・） 

 

さらに 

最新の情報も掲載されておりますので 

ぜひ ぜひ ご活用くださいな ！ 

 

・・ bora3294 さん 感

謝！ 感謝！ です。 

 

 

 

 

 

 

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

道道道道のののの駅南相馬営業再開駅南相馬営業再開駅南相馬営業再開駅南相馬営業再開    

ゆっ太郎 (2011.06.01 03:38) 

相双相双相双相双ゆたどさゆたどさゆたどさゆたどさ        ゆったりがゆったりがゆったりがゆったりが、、、、どっさりどっさりどっさりどっさり。～。～。～。～ふふふふくしまくしまくしまくしま相双相双相双相双～～～～    

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3104.html 

東京電力原子力発電所から 20km圏内の 

強制退避を強いられている警戒区域で 

今日6月1日より 

自家用車の圏外持出しが順次開始されました。 

今日、20km圏外へ移動が可能だった 55台は 

すべて除染の必要はなかったとのことです。 

 

南相馬市原町区

の国道 6 号、高

見町交差点すぐ

道の駅 南相馬

が今日から、営

業再開です。 

 

 

［公式サイト］道

の駅 南相馬（URL：http://www.nomaoinosato.co.jp/） 

当面、物産販売は、9:00～

17:00 

食事処『さくら亭』は、11:00

～15:00（ラストオーダー：

14:30） 

までの営業となります。 

 

 

 

 

 

  
初日の今日は物産館も、食事処『さくら亭』も再開を待

ちこがれた、たくさんのお客さんであふれ『さくら亭』で

は、再開サービスとして地元名物、今野畜産の手づくり

メンチカツ定食などがお得料金で提供中です。 

また、ふくしまうまいもんを代表する、ひとつもち処木の

幡の凍天も道の駅南相馬再開と同時に開店。 

ふるさとの人気スイーツにこちらもたちまち行列ができ

あがります。 
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_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

◆道の駅 南相馬 

住所：福島県南相馬市原町区高見丁2丁目30-1 

TEL：0244-26-5100 

URL：道の駅 南相馬  

（http://www.nomaoinosato.co.jp/） 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
############################################# 

『『『『託寺託寺託寺託寺』』』』閉所閉所閉所閉所しましたしましたしましたしました。。。。        

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  

2011-05-31 22:27:09 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10909302

382.html 

 震災後、まだ保育所も幼稚園も開いていない状況の

中、働くお母さんの要望を受けて始めた託児所。 

 “平成の寺子屋”として、地元鹿島区の浄圓寺さんを

お借りして、ボランティアさんの運営により、４月１１日

から実施してきました。 

今日まで、 

・３１日実施                

・お預かりしたお子さ

ん：延４１３名 

・ボランティアさん：延１

８２名 

 

 ６月より公立の保育所や幼稚

園が再開することにより、本日を

もって閉所させていただきまし

た。 

 これまでの約２ヶ月間、会場を

提供いただいた「浄圓寺」さまを

はじめ、ボランティアの方々やご協力いただいたすべての

方々に対し御礼申し上げます。 

    

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月１１１１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  

2011-06-01 17:50:32 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10909942649.html 

今日も一日お疲れ様でした 

 

昨日の予報通り曇り

で寒かったです。 

６月だというのにこの

寒さはどうなんでしょ

う 

 

そんな寒かった今

日の活動者数は 

 １２８人 (県内 ４

９人 県外 ７９人） 

ニーズ件数 １５件 

でした。 

 

昨日の呼びかけで

来て下さったのか

朝の受付だけで１

２０人もの人が朝こ

ん な に 賑 わ っ

た？！のは久し振

りでちょっとバタバタしてしまいました 

色々とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありませんでし

た 

沢山の方に来ていただいたのですが屋内でのニーズ

に対しボランティアさんの数が少なかったです 

是非屋内の作業にも来ていただけると嬉しいです 

 

それでは明日６月２日（木）の募集内容ですが 

☆活動件数  １１件 

９０人程度のボランティアさんが必要です。 

☆活動内容  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６／１（水）に受けた件数です。翌日６／２

（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。 
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  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。 

 

明日の天気は・・・ 

午前中は雨マークがしかし弱雨となっていてどうもビミョー 

屋外での作業ができるかできないかは明日にならない

とはっきりわかりません作業ができないと判断した場合

は屋外での作業は中止となります！ 

屋内での作業もありますので、そちらにまわっていた

だけるとありがたいです。 

 

恒例になりました今日の紹介コーナー 

今日はこちらの方々です 

みなさんは福島県

内と山形の写真館

の若手経営者の

方々だそうです。 

今日は流出物の写

真を洗浄してきて

くださいました。 

南相馬市以外にも、

岩手の大槌町などに行かれた方もいるそうです。 

 

この中の一人が言っていました。 

写真には人を幸せにする力がある！ 

自分たちは写真にかかわっているのでみなさんの歴

史とかそういうものを戻せたらいいなと思う。 

なんか聞いててじぃ～んとしてしまいました 

洗浄の作業は、泥が固まりとても大変だそうです。 

みなさんがきれいにしてくれた写真を手にし喜んでく

ださる方がきっといます 

 

来てくれてどうもありがとうございました 

それではみなさん明日もお待ちしています。 

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】】】】     

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-05/tachiiri.jsp 

写真で見る東日本大震災 

（応急仮設住宅への入居が始まりました）  

【2011年5月28日】 

 生活再建に向けての第１歩となる応急仮設住宅への

第一次募集の入居が始まりました。 

 入居手続は鹿島区役所で行われ、水道や電気、ガス

などの説明を受けた後、鍵を受け取りそれぞれの仮設

住宅に向かいました。 

 西部コミュニティセンター隣の小池第一応急仮設住

宅では、入居する家族が部屋の下見に訪れ、新しい生

活がスタートします。 

  
▲順番を待つ入居者 ▲引き渡される部屋の鍵 

  
▲住宅の説明をする職員 ▲説明を受ける入居者 

    

  
▲ずらりと並ぶ応急仮設住宅▲玄関は二重ロックで安心安全 

  

▲ドアを開けて中へ ▲部屋に入って一安心 

  

▲部屋の配置を確認 ▲台所とガスコンロ 

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

編集より：避難所を転々とされた方も仮設住宅で一安

心ですね。 


