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今日今日今日今日はははは子供子供子供子供のののの運動会運動会運動会運動会＾＾＾＾＾＾＾＾        

えび父さんの日記 2011/06/04 18:47 

http://ebi.tou3.com/Entry/57/ 

今日は東京に避難させている子供の運動会に行って

きました。 

幸い天気も良く（見ているこちらは暑くて大変でしたが

ｗ）子供達は、元気に運動会を満喫していたようです＾＾ 

でも、自分としてはちょっと複雑でして来週末には転校

させねばならない現実を考えると、切ないというか子供

が可哀想だなと・・・ 

事故後10日ほどで東京へ避難させ、4月になり東京の

学校へ転入、その 2 ヵ月後には再度転校ですから

ね・・・ 

今の状況を考えれば仕方ないのでしょうが、なんともや

り切れません 

今回の震災での一番の犠牲者は子供達なのかもしれ

ませんね 

うちの子もそうですが、震災の被害に遭った子供たち

のケアも急がねばならないのかもしれません 

 

話し変わりまして、えびの話題に・・・ 

引越し後調子が上がらないビー水槽ですが、一向に

改善の兆しが見えません・・・ 

飼育水も半分以上持って来て、水質の変化が少ないよ

うに足し水も何日かに分けてやったりしたのですがぽ

つぽつと☆になる子が・・・引越し後、確認できた数だ

けで 8匹も☆にしてしまいました・・・ 

早急に 60Rを立ち上げて水作りをしないといけないか

もです。。。 

衝動買いした青いミナミヌマエビ水槽は稚えびの姿も

見え、かなり順調そうに見えるのに・・・ 

ミナミヌマエビといえば、購入した時に青いと思っ

ていた固体が、落ち着いた影響なのか赤茶っぽい色

だったり、黒？濃紺？と言えるような個体だったり、

半分近くが当初の色と変わりましたｗ 

どちらにしても見た事のない色のえび達で、今後どう

育つのか予断を許しませんｗ 

 

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

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５５５５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！  2011-06-05 05:35:52 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/0bcd48827bcc13

87f49612b37ec1201c 

昨日、久しぶりに、隣りの串焼きアンカーさんに食べに

行ってきました。家内と二人で。 

混んでいました。カウンターでいただくのは初めてでし

たが、焼くところを見ていましたが、さすがにうまいもん

です、気持ちいいほど小気味よく、手際よく、職人です

ね。 焼き立てはとても美味しかったです。 

 

明日の朝はブログ、書けないようです。 

ＮＰＯ法人からお弁当の注文が２９０個入りました。朝８

じ半までの納品ですから、朝４時から開始でギリギリか

な お惣菜チームだけでは足りないので、応援をしなく

てはなりません。 

他にも５０個１０時にあり、夕方にはお通夜のオードブ

ルの注文もありと月曜日は大変です。 

でも、当店に注文いただき有難いものです。 

お惣菜、手がけていてよかったです。お客さんが少な

くなっている状況でこういった注文を頂き、大変ではあ

りますが、事故には気をつけて頑張ります。 

 

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５５５５日夜日夜日夜日夜        2011-06-05 19:07:40 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/574268cdc98646

4b18c63d70a3210a65 

今日、まちなか広場でイベントがありました。福好再見

チームもお手伝いに行きました。詳細はわかりません

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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が、相馬市出身の女性シンガーと若者に人気のバンド

が来るとしか聞きませんでした。名前も忘れてしまいま

した。 

息子が司会をやると言っていましたが、どうだったので

しょう。 

 

いよいよ、明日の朝は、特注弁当です。なんと１個７００

円で３０８個の注文を頂きました。 

その他に５００円弁当４５個も注文が来ていました。お

惣菜チーム総動員プラス３人補充でかかります。 

前回のお弁当が好評だったので、良かったです。まず

は、事故の無いように作って食べてもらいます。 

 

地震です、こうもたびたび地震が来るので、慣れっこに

なっています。多少の揺れでは驚きません。 

でも、毎日、数時間置きに地震が来ているようですが、

大丈夫かなと、時々思いますが、なんとも仕様が無い

ですね 

もうあれほどの地震は来ないと信じていますが、どうで

しょうか。 

 

仮設住宅入居が始まりました、避難所の人達が少なく

なると思っていたら、また別の所から来ているようで

す。 

仮設のもまだまだ足りないようですが、避難所の方が

いいと言う人も多くいるようで、食費が問題になってき

ているようです。仮設に入れば食費は自分持ちですか

ら、出費は痛いですよね。なかなかいろんなことがあっ

て、大変です。 

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

安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心などなどなどなど    どこにもありませんどこにもありませんどこにもありませんどこにもありません    

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。  2011-06-05 21:37:33  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/6286b

8b479d9b7c449be5d874323f412 

 

「 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。（５月３０日ブログ） 」 

 

と送り出した南相馬市の鹿島区応急仮設住宅に 

第一次移転・入居（５月２８日）した人たちがくれるメー

ルや電話は 

・・・ 心安らぐものが なにひとつありません。 

まして 「安全・安心」など 

・・・ どこを探しても 見当たりません。 

 

わが身のおかれている立場で 

そんな言葉を出すのは 

ゼイタクというものでしょうかねぇ ・・・ 。 

 

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

【【【【    石原軍団石原軍団石原軍団石原軍団よりよりよりよりスゴスゴスゴスゴいいいい炊炊炊炊きききき出出出出しししし!!!!!!!!    】】】】    

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06月05日 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/207160457.html 

６月３日(金) 

この日はかなりゲストの多い１日となりました。 

金曜日は炊き出しの日に設定しています。 

基本的に炊き出しボランティアは金曜日という曜日指

定でに受け入れたほうが計画した給食に変更をきたす

ことなく、献立の予定通りに食材を用意し、バランスの

良い給食を子どもたちに安定供給できるからです。 

今回はたまたま二組の炊き出しを同時に迎えることに

なったのですが、一組はお昼の給食(11:30～)に合わ

せてのバーベキューもう一組はおやつ(15:00～)に合

わせての横浜中華まんということで、豪華な炊き出しリ

レーです。 

バーベキューの担当は、静岡県浜松からのサーファー

５人組。 

とても仲良

しのメンバ

ーで、浜松

の海で毎週

サーフィン

をしている

ためか、み

んな真っ黒に日焼けしています。対して真っ白な私…
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対極的です。 

ワゴン車に寝泊まりしてまで南相馬にやってきてボラン

ティアする静岡のサーファー…。 

イメージできますか??  

皆さん、なかよし保育園とはこれまでなんの縁もなかっ

た方々なのに…愛があるなぁ。 

ホントにうれしい。 

バラエティ豊かな焼きもの…焼きおにぎり・フランクフ

ルト・じゃがい

も・さつまいも

などなど。 

子どもたちみ

んな喜んで食

べてました。 

子どもたちか

らも感謝の手

作りカードの

プレゼントをし

ました。 

午後の お や

つ担当は、横

浜から来たお

坊 さ ん チ ー

ム。。。 

正確には、『高野山真言宗神奈川青年教師会』の皆さ

んです。 わかりやすく言うと、若手のお坊さん仲間…

ということでしょうか。 

実は、この軍団の窓口になっているのが、徳恩寺の鹿

野副住職なのですが、先般も野菜ジュースを大量に差

し入れに来ていただいてたんです。 

その時に、遍照寺の柴住職もご一緒されてたのですが

…その後、なんと、柴住職からエアコンのご提供のお

話があったのです!! 

…で、今は

そのいただ

いたエアコ

ンは、乳児

の お 部 屋

についてい

ますよ。 

本当にありがとうございました。合掌。 

 

さて、今日も炊き出しにおいでいただいた鹿野さんと

柴さん…とお仲間で総勢12名。 

先の浜松サ

ー フ ァ ー チ

ーム 5名との

連 合 で 、 石

原軍団に も

負けな い炊

き出し軍団が

できあがりま

したね。  おーーーーーっ!!!迫力あるなぁ。 

本場横浜で仕入れてきた中華まんは最高に美味しかっ

た!!!!!(写真はチャーシューまん) 

肉まん・チャーシ

ューまん・あんま

んの３種類あり、子

どもたちも３種類

味わいました。 

せいろのふたを開

けると、湯気がぶ

ぁーっっと上がっ

て食欲をそそりま

す。 

みんなおかわりも

して大満足です。 

早い時間にお迎

えに来た保護者の

方もご相伴に与り

ましたね。 

実 は こ の 日 、

NHK の収録が予

定されていたんで

すが、テレビにも

この中華まんの炊

き出しの様子が入

る こと に なり ま し

た。 

もちろんメインは、

臨時保育園であ

る『なかよし保育

園』ですよ。 

収録後は、サーファーチーム&お坊さんチームの皆さ

んが保育園の中で子どもたちと遊びました。 

いやーこれが盛り上がったこと、盛り上がったこと。 
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写真を ご 覧

いた だけ れ

ば伝わります

ね、この楽し

さ。 

NHK の皆

さんにも手

をつな GO

写真を撮ら

せていただ

きました。 

どうですか、

サーファー

&お坊さん

&NHK の

皆さん全員がイイ表情してますねぇ～。 

やはり子どもたちの笑顔がそうさせているのでしょう。 

 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月５５５５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  

2011-06-05 17:54:03 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10913988256.html 

今日も一日お疲れさまでした 

楽しみにしている方がいるのか分かりませんが今日からまた

いつものブログの中の人が担当しま～す よろしくお願いしま

す 

今日は朝からくもり空

でしたがあったかい

一日でしたよ。 

 

 

 

 

今日も朝から沢山の

方が並んで下さいま

した 

 

行列を見るとどうも写

真を撮りたくなるんで

すよねぇ～ 

 

そんな本日の活動者数は  １５８人 （県内４０人 県

外１１８人） ニーズ件数 １４件でした。 

屋内外のニーズに対して必要人数を送り出すことがで

きました。 

どうもありがとうございました 

それでは明日６月６日（月）の募集内容ですが 

☆活動件数 １３件 ８０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 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６/５（日）に受けた件数です。翌日６/６（月）

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

ただくこともあります。どうかご了承ください。 

 

明日の天気は晴れ 最高気温は２３℃ 

暑さ対策をしてきた方がいいですね 

 

お待たせしました～♪ 二日振りの紹介コーナー 

 

今日はこちらの

方々です 

東京の大学の先

生と学生さんた

ちです。 

大学のゼミで昨

日は福島市へ、 

今日は南相馬

市で、流出物の洗浄、泥出し作業をして下さいました。 

みなさんそれぞれ感じ方が違ったようですが 

・津波の被害の現場は、映像と実際見るのとでは違った。 

・もし自分の知ってる場所が突然何もなくなったら？ 

 『想像できない。』 

・地元の人に『ありがとう』と言われて嬉しかった。 

・もっと地元の人と話をしたかった。 

・洗浄した写真を取りに来てくれる人がいるといいなぁと思う。 

そんな風に言っていました。 

まだ若い学生さん達がこうやって来て下さるのは嬉し

いことですね。 

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よろしくお願いします 

 

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

 


