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るのか、そこに提供できる商品は何か、どんなビジネス
が考えられるのか。 まだまだ人生は続きそうなので、
考えてみたいと思います。
こんな被災地でも、生き続けていけるビジネスはなん
なのか、皆さん、知恵をお貸しください。
今、この地で忙しい商売は、宿泊施設、建設業、バス
会社、ですな。

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。

水の浄水器、設置しようか、迷っています。お店に来る
お客さんに聞いていますが。いまいち反応が鈍く、関
心がなさそうな、ありそうな、無いよりはあればいいぐら
いの、意識では、宝の持ち腐れになってはと、心配で
す。
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自動販売機、電力不足に供えて、いろいろ対応をして
いくようです。店が終わる時間に合わせて、電源が切
れ（但し販売は出来る、缶の温度が常温になるだけ）朝、
開店時間に合わせてまた、電源が入り、（冷やしたり、
温めたり）、することで、省エネして、電力不足に対応し
たいとの事ですが、もっと簡単なのは、２台ある販売機
を１台、
にすれば、５０％の省エネになりますよね。その方が簡
単です。

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

南相馬市から
南相馬市から６
から６月２日朝 サイヤ社長
サイヤ社長の
社長のブログ
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！ 2011-06-02 05:09:39
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d9a06a7e192e88
0d5bdd2027393e839c

今日も、寒い朝です。地震、津波、で被災した多くの地
域では、復興に向けて計画作りが始まっているようで
す。
しかし、この地域では、放射能、３０ｋ圏内で商圏を失
い、多くの顧客を失い、相双の陸の切っ先になり、この
環境で、これから商売をどう展開していくのか、難しい
局面を多くの会社、商店が向かえています。

福好再見 Ｔシャツ、やっと入荷してきました。お待ち
いただいた方には大変ご迷惑をおかけいたしましたが、
順次発送しているようです。これまでは、サイヤでいろ
いろな対応をしていましたが、これからは、福好再見メ
ンバーで電話での対応も専用電話（携帯）を用意した
ようで、専任者がこれからは対応するようです。
Ｔシャツ販売はサイヤの店内でも続けていきます。

今は、まず店を守ろうと考えています。ピンチを迎えた
時は、無駄をそぎ落としながら、まず守りを固めて、次
の展開に備える、いろいろなことに準備をしながら、チ
ャンスが来るのを、待つ。
学生時代、バスケットボールをしていましたが、岐阜大
学の監督に『守る時は、思い切って下って守れ』と教わ
りました。そして次の準備をしろ『準備がチャンスに出
会った時、成功に繋がる』とも教わりました。
今まさに、そのことを、実践していこうと思っています。

計画区域内にある大手の企業から１００％の下請けを
していた会社が、仕事が無くなってしまい、これからど
うしょうと言っていましたが、銀行からの借り入もあるし、
特殊な仕事だったので、他の事は出来ないし、廃業す
るにも借金は返済できないし、売り上げがないのだか
ら、どうすることもできず、東電に請求するにしても、ど
こまで請求できるのやら、先が見えず困っているようで
す。何とかしなくては、という気持ちは皆さんありますが、
何をどうしたらよいのかがわかりません。とのことです。

これから、新しい商圏はあるのか、あるとしたらどこにあ
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情けないハナシ
けないハナシです
ハナシです ・・・ 国会
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
報告です。 2011-06-02 19:20:02
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/a6f7f
863b373631595e64c9a49026b04

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
昼間は昨日よりはあったかかったですよ。
それで本日の活動者数ですが １２２人 （県内４１人
県外８１人）
ニーズ件数 １０件でした。

何よりも
東日本大震災と福島第一原発事故の
復旧・復興と事故収束を
急務とすべき このときに
本日 国会では
不信任の採決とは ・・・
すべての被災者 避難者にとって
「 不愉快なこと限りなし 」 の一日だった
・・・ のではないでしょうか。

今日も沢山の方に来ていただき感謝！感謝！！です

なんとも なんとも
・・・ 情けないハナシです。

しかし・・・
今日も屋内でのニーズに対しボランティアさんが少な
かったです
ぜひぜひ、屋内での作業にもお越しくださいね
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それでは明日６月３日（金）の募集内容ですが
☆活動件数 １３件
１００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

〈原町区〉
原町区〉６月２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
2011-06-02 17:43:20
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10910832647.html

今日も一日お疲れ様でした
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等となっております。
注）あくまで６/２（木）に受けた件数です。翌日６/３日
（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。

す。
お店によってビミョーに味が違うので食べ比べてみる
のもいいかもしれませんね
３つ目は
凍天（
凍天（しみてん）
しみてん）
凍みもちというのをご存じでしょうか？
草もちを冷凍乾燥した保存食です。
その凍みもちをドーナツ生地で揚げた物が凍天です。
わかりますか？
揚げ物なのでやっぱり揚げたてが一番おいしい
是非揚げたてを食べて欲しいですね

明日の天気は晴れ
最高気温は２３℃
過ごしやすい日になりそうですね
でも、海の方は街よりも寒いので上着を用意しておい
た方がいいかもしれませんね。
お待たせしました～♪
今日の紹介コーナー

原町区の 木の幡さんで売ってます。
どれも本当においしいので、よかったら食べてみてく
ださいね

今日は食べ物編です
南相馬市に来たらぜひ食べて欲しいもの
まずひとつめは
松永の
松永のアイスまんじゅう
アイスまんじゅう

それでは明日もよろしくお願いします
#############################################

南相馬市にある松永牛乳さんが作っています。
アイスまんじゅうは色んな所で作っているようですが
ここのはホントにおいしい
外側のミルクアイスと中のこしあんが絶妙
棒から落ちないように食べるのが難しい
アイスまんじゅうの早食い世界大会もあるんですよ

【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/2011-06/sokutei.jsp

写真で見る東日本大震災
（工業製品の放射線測定がはじまりました）
【2011 年 5 月 31 日】
原町区のテクノアカデミー浜では、工業製品などの
放射線測定が始まりました。これまでの測定施設は県
が設置した福島、郡山、いわきの 3 市だけで、風評被
害の影響を受けて地元での放射線計測のニーズが高
く、国や県、中小企業庁などと協力して設置したもので
す。
測定は市が「ゆめサポート南相馬」に委託し、簡易測
定をした値が10000cpm以下なら正式な計測を行いま
す。

市内のスーパー、商店で売っています。
黄色いパッケージに牛のマークがついているので見
つけやすいと思いますよ
それではふたつめ
よつわりパン
よつわりパン
名前の通り四つに割れてるパンです
中にあんことクリームが入っていて、それを割って食べ
るんですねぇ～
うまく割らないと中身が寄ってしまい、少ないところは多
いところから取って食べるんです。
こうやって食べるのは私だけじゃないと思いますよ

▲入口に設置した看板

原町区の 原町製パンさんと昇月堂さんで売ってま
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▲簡易測定
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で 4 月下旬から 5 月上旬の気温となりましたが、夏服に
身を包んだ高校生の通学する姿が見られました。
また、福島第一原子力発電所の事故や肌寒いことも
あり、濃紺の冬用セーラー服の女子生徒や、詰め襟の
男子生徒の姿が見られ、大半がマスクをしていました。
▲ブルーシートに覆われた測定室▲慎重に放射線量を測定

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-06/yochien.jsp

写真で見る東日本大震災
（ともだちたくさん、たのしいね）
【2011 年 6 月 1 日】
福島第一原子力発電所の事故の影響を受けて休園
していた幼稚園を臨時的に開園しました。
開園したのは、鹿島区の鹿島幼稚園と上真野幼稚園。
このうち、上真野幼稚園では、保護者に手をとられた園
児たちが次々と登園し、粘土やままごとなどで遊びまし
た。

【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/i/k/syozai.jsp

◎ 自宅に戻られた方は連絡をお願いします
東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故によ
り避難されていて、避難先から自宅へ戻られた鹿島
区・原町区の方（一時的な帰宅は除く）でまだ市に連絡
をされていない方は、電話もしくは携帯電話からの入
力フォームで連絡をお願いします。
電話番号
0244-23-2180（安否ダイヤル）

▲一緒に登園

▲園児も出迎え

携帯電話からの入力フォーム
https://www.shinsei.elg-front.jp/fukushima/uke
tsuke/iform.do?id=1306283805650
#############################################

▲4 歳児の「にじ組」

▲5 歳児の「そら組」

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-06/change.jsp

写真で見る東日本大震災
（肌寒い衣替え）
【2011 年 6 月 1 日】
6 月 1 日は「衣替え」。この日の最高気温は約 13 度
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