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

単身生活単身生活単身生活単身生活もももも今日今日今日今日でででで最後最後最後最後なのだなのだなのだなのだーーーー((((┳◇┳┳◇┳┳◇┳┳◇┳))))            
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≦) 2011/6/5(日)午前 0:39 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37588012.html 

先週、ウチの母親が南相馬市に帰った事を記事にしま

した。 

普通だったらそのあとすぐに『相方プラス子供達』が帰

ってくると思いきや、実はそうではありません。だって

入れ替わりにすぐ帰ってきたら、『やっぱり私（オイラの

母）が居たから帰ってこれなかったんだわ』なんて妙な

詮索をされちゃ困るって思ったんです、はい。 

『なぁ～んだ、そんな事』って思うかも知れませんが、こ

れはかなり重要 

何故か母はそんな風に思う人なんです………（多分） 

３月１０日以降、我が家で家族生活を送っていないまも

っち一家。 

いろいろあってさすがのオイラもパニック状態だった時

期もありましたが、（母が『避難しない』って駄々を捏ね

るし） 

明日から家族生活がリスタートしますっ 

皆さん、応援宜しくねー 

 

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

どっちかどっちかどっちかどっちか        
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-10914420064.html 

2011 年 06 月 05 日(日) 22 時 01 分 00 秒 

こんにちは、キャナです。 

今日は、初めてのボランティア活動をしました。 

今回は遺留品縦覧。 9 時から 4 時までの活動だった

し、気が張っていたので結構疲れました。 

 

活動の内容は写真の泥をできるだけとって、アルバム

にしたりすることでした。 

マスクも二重にしてゴム手袋をするという厳重装備。 

終わったあとにはマスクのあとと汗が(．．) 

終わったあとの充実感。 

でもこれを充実感といえるのか、充実感と言っていい

のか。  ずっと考えていました。 

でも全ては自己満足なのか……。 

私は本当に役にたっていたのか、役にたてていけるか……。 

……以前より、写真は増えています。なので、探してい

る写真や物が見つかるかもしれません。 

だから来てください。 

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

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６６６６日夜日夜日夜日夜    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！  2011-06-06 19:35:53 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/dbbd7dcc473b59

527f04985c99db53e4 

無事に、ＮＰＯの注文のお弁当３０８個、渡せましたが、

大変でした。作るのはお惣菜チームプラス応援隊のお

かげで、時間より早く出来、配達しましたが、（朝８時半

渡す予定）そこからが大変でした、今回はバスは来て

いましたが、（山梨から送迎のバスです）バスの席順割、

部屋割りに時間が懸かり手間取って、お弁当を乗る時

に渡すか、バスに乗せていき、後で渡すかで、もめて、

結局バスに乗る時に渡すことにしたので、道の駅まで

行って待機することになり、バス８台が来るのを待って、

乗り込む時に渡し、バスが出発したのは、１０時少し前

でした。 

山梨から職員の方が来ていて、各バスの担当がつい

て行くようでした。 

到着予定は夕方６時頃とのことです。 ご苦労様です。 

次回は６月２０日だそうです。 

全日食の若山君が来店しました、今日は、洋日配のプ

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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ライスを直してくれました。５月の当店の売り上げが、落

ちているので心配してくれますが、今の経営環境では、

なんとも仕様が無く、当面は出来る事を確実に堅実に

していくしかなく、ただお客さんの来店数を増やすよう

な、販促が必要なのはわかってはいますが、どこで仕

掛けていくかを考え中です。夕方若山君、飯舘のＡコ

ープに向かいました。Ａコープさんももうすぐ一時閉店

になります。 

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

先先先先がががが見見見見えないつらさえないつらさえないつらさえないつらさ    ・・・・・・・・・・・・    

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。  2011-06-06 13:51:47  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/9c74e

6ffa068a171fbe1ce223a669b97 

 
本日（６日）付「新潟日報」のある記事に挿入された地図で 

南相馬市が 

鹿島区 ・・・ 一部緊急避難準備区域 

原町区・・・ほぼ緊急避難準備区域（普通に生活が可能） 

小高区 ・・・ スッポリ「警戒区域」 

を区分し 明示されていました。 

 

今まで新聞・テレビで南相馬市とひとくくりで報道されることに 

大変不満を感じておりました。 

 

最近 第一次入居があった応急仮設住宅は 

かろうじて半径３０キロからはずれた鹿島区です。 

 

まして 増設されている次の応急仮設住宅は 

鹿島区の このたび津波の水がきたギリギリところに建設され

ている 

と聞いています。 

 

私が育った実家は「小高区」の海岸近くで 

甥が跡を継いでおりましたが 

今は 家屋はもとより 田地田畑は流され 

・・・ すべて なくなりました。 

 

我が家も小高区で 原発から約１４キロの「警戒区域」内です。 

日程は国が決め対象者は一週間前に知らされる一時帰宅す

ら 

・・・ いまだ 実現しておりません。 

「警戒区域」は とくに不透明 ・・・ 先が示されていないの現

状です。 

 

避難生活も 間もなく３ヶ月・・・少々疲れてまいりました。 

正直 ・・・ 先が見えないのは疲れます。 

 

安らぎなど ・・・ どこにもありません。 

「安全・安心」という言葉があるそうですが 

・・・ どこの言葉ですか？ 

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

東日本大震災南相馬市写真展東日本大震災南相馬市写真展東日本大震災南相馬市写真展東日本大震災南相馬市写真展    

ゆっ太郎 (2011.06.04 10:30) 

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。～。～。～。～ふくしまふくしまふくしまふくしま相双相双相双相双～～～～    

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3124.html 

野馬追本祭りの日に鎧兜に身を固めた 500 余騎の騎

馬武者が隊列を組んで本祭場、雲雀ヶ原を目指すお

行列の道、野馬追通りのちょうど中程にある原町観光

協会、野馬追通り銘醸館が再開しました。 

 

銘醸館では、相馬野馬追をはじめ相馬、南相馬の伝統

文化を伝える郷土民芸の購入ができます。 

  

  

野馬追通り 銘醸館では 3.11 震災以降再開第一弾イベントと

して社団法人 原町観光協会主催による東日本大震災南相馬

市写真展が 6/13（月）まで開催されています。 
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南相馬市原町区在住で日本報道写真連盟原町支部 顧問を

努められる大槻 明生さんが 3.11の震災直後から津波被害に

遭った場所を訪れ撮影を重ねた 500 枚の中から、50 枚をパ

ネルにし展示しています。 

パネルにしていない残りの写真をアルバムにし展示会場に訪

れた方々にご覧いただけるよう配置しています。 

  

  

生まれ育った「はらまち」を撮り続けてきた大槻さん 

往時の撮影写真を手に、震災以降の被災地と重ね震災以降

の撮影の際に、話を聞かせていただいた津波被害に遭われ

た方々、ご家族を津波で失われた方々とのお話しを交え丁寧

に説明を続けてくれました。 

展示会場では今も瓦礫撤去や不明者捜索にあたっていた

だいている自衛隊の方が撮影された活動内容のアルバムも

手にとって閲覧可

能 と な っ て い ま

す。 

この自衛隊の方々

の活動の写真は

大槻さんの写真展

開催に、自衛隊の

方がお越しになり

「ぜひ皆さんに見ていただけるように」と提供いただいたアル

バムだそうです。 

現状、民間では立ち入ることのできない区域での自衛隊の

方々による活動の貴重なアルバムで

す。 

 

展示会場入口に「東日本大震災南

相馬市写真展」によせての大槻さ

んの想いが掲示されています。 

 

 

 

東日本大震災南相馬市写真展 

［撮影］：大槻 明生 （全日本写真報道連盟）入場無料 

［開催日］：6/1（水）～6/13（月） 

［開催時間］：9:00～17:00（最終日6/13は15:00まで） 

［開催場所］：野馬追通り 銘醸館 一番蔵 

［主催］：社団法人 原町観光協会 

（URL：http://www.minami-soma.com/kanko/） 

 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

◆野馬追通り 銘醸館 

住所：福島県南相馬市原町区本町2丁目52 

TEL：0244-26-8040 

URL：野馬追通り 銘醸館  

（http://www.minami-soma.com/meijokan/） 

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

【【【【    マイケルマイケルマイケルマイケルからからからから届届届届いたものいたものいたものいたもの…………    】】】】((((プロローグプロローグプロローグプロローグ))))    

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06日 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/207457954.html 

実は私、最近…マイケルジャクソン 

(MICHAELJACKSON) … な ら ぬ サ エ ジ ャ ク ソ ン

(SAEJACKSON)とお知り合いになったんです。 

エジャクソン(呼び捨てゴメン)は、マイケルの嫁さん(日本人)

ですよ。本人曰く。。。。 

ある日、サエジャクソンから私にメールが届いたんです。 

“先日開催した東北チャリティーイベントで預かった支援金で、

MICHAELからの贈り物をさせて頂きたい”とのこと。 

…ん?サエジャクソン?? 

早速、サエジャクソンのホームページを見てみました。 

http://ameblo.jp/saejackson/page-2.html#main 

いきなり…おー!!マイケル～～!! 

SAEJACKSON…ROOM OF KING OF POPの主宰者?? 

要は、マイケルジャクソンをこよなく愛する団体の主宰者って

ワケですね。 なになに…５月８日に震災支援チャリティイベ

ントを新宿で開催!? 
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参加者数２０１名＋子供多数 出演者・スタッフ５０名以上 

３００名以上のMICHAEL LOVERがMICHAELを

軸に東北への想いひとつに大きな輪が出来た…。 

そしてMICHAELの力をかりて、みんなでひとつに… 

THAT'S THE “POWER OF MICHAEL” 

IT'S ALL FOR LOVE   IT'S ALL FOR 東北 

 

…スゴイ!!そんなイベント、私も参加したかった!!! 

でも、そんなたくさんの方々の思いが…よつば保育園(なかよ

し保育園)の子どもたちに!?  こんなことって…あるの??? 

マイケルは子どもが大好きなのはよく知られていますが… 

まさかその子どもへの愛が、福島県南相馬市の当園に届くな

んて…。。。。 

いやーブログやってて、本当に良かった～。動いててよかっ

た～。 

見つけてくれた、Pole Dancer Yo.coさん…ありがとう!! 

ん?Pole Dancer?…見てみたいな～本格的なポールダンス。 

 

私からサエジャクソンへの返答は… “皆さんのご厚意が、未

来を創る子どもたちまで届くのがマイケルの願いだとするなら、

素直に受けるのが一番だと思っています。” というお答えで

お返ししました。感謝の気持ちを添えて。 

せっかくのたくさんの方からのご好意、素直に受けることこそ

が今は大事なことだと思ったからです。 

それに…よつばの子どもたち、マイケル大好きですから!! 

昨年の運動会で、マイケルジャクソン・メドレーを踊ったのは

記憶に新しいところですからねっ。 

スリラーやビートイット…また踊りたいなぁ。 

…というわけで、マイケルとのご縁を大事にしたいと思ってい

ます。     …続きはまた改めて。 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月６６６６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ボランティアセボランティアセボランティアセンターンターンターンターののののブログブログブログブログ  

2011-06-06 18:19:56 

http://ameblo.jp/minamisom

a-svc/entry-10915091038.ht

ml 

今日も一日お疲れ様でした  今日の最高気温は２３℃  太

陽が出ていたので暑くなりましたよ  屋外での作業の方は大

変だったでしょうね 

 

そんな暑かった本日の活動者数は１０８人 （県内２４人 県外

８４人）ニーズ件数 １２件 でした。  どうもありがとうございま

した  託児所の運営補助のニーズに対しボランティアさんが

少なかったです 

たまには子供と一緒に遊んでみませんか？ 

それでは明日６月７日の（火）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 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 物資の仕分け 託児所の運営補助 等と

なっております。 

注）あくまで６／６（月）に受けた件数です。翌日６／７（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。どうかご了承ください。 

明日の天気も晴れ  最高気温は２５℃まで上がるようです 

今日よりも暑くなりそうなので水分・塩分補給をしっかりし、体

調を崩さないように気を付けてくださいね 

 

お待たせしました～♪ 

今日の紹介コーナー 

今日はこちらの方です 

地元の高校生の星くんで

す。 

今は福島市に住み、福島

市の通信制の学校に月２

回通っているそうです。 

福島市からバスで相馬市

を経由し毎日のように原町

区にボランティアをしに来ています。ボランティアは４月初め

から友達と二人で始めました。 

 

きっかけは、 家にいても何もやる事がなく落ち着かず 

復興のために何かできないかと思ったからだそうです。 

色んな作業を経験していますが主にガレキ・泥出し作業をし

てくれています。 

最近はリーダーになってみなさんをまとめることもあります。 

まだ若くて小柄な彼ですが考えは大人以上です。 

エライ！  のひとことです。 

☆やっててよかったことは？ 
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・県内外の人と仲良くなれる。   ・みんなとても優しい。 

・ボランティアを一緒にやってるからこそ分かる何かを感じる。 

☆今言いたいことは？   ・力のある人に来て欲しい 

 

明日もガレキの撤去・泥出し作業のニーズが数件あります。 

是非、力・体力のある方に来ていただけると助かります。 

星くん、いつも頑張ってくれてありがとう 

それではみなさん、明日もよろしくお願いします 

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


