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約約約約３３３３カカカカ月月月月ぶりにぶりにぶりにぶりに子供達子供達子供達子供達とととと““““入浴入浴入浴入浴””””なのだなのだなのだなのだ～～～～ヾヾヾヾ（（（（====＾^^^▽▽▽▽＾^^^====））））ノノノノ        

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≦)2011/6/6(月)午後 10:48 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37597359.html 

こんばんわッス。 

前回の記事でも書きましたが、家族４人での生活がスタートし

ました 

なんとも騒がしい毎日（って昨日しか過ごしていないけど）で

すが、“静か我が家” より “うるさい我が家” 方が賑やかでハ

ッピーな気分になるものです(*≧ｍ≦*)ﾌﾟﾌﾟｯ 

そんな感じでスタートした『まもっち一家』でありますが、昨日

は柊斗と久々にお風呂に入りました!! 

柊斗は何故かお風呂が大好きなんです♪ 

もちろん、キライじゃ無いので親としては嬉しい限りなんです

が、なかなか上がろうともしません 

こっちがのぼせて倒れるくらい(笑) 

ちっちゃい頃（今も小さいですが）から、お風呂に入って泣い

た事が無いんです。 

頭を洗うのに強制的にお湯をじゃぶじゃぶかけてもへっちゃ

ら＼(◎o◎)／！『もう一回頭を流すよ～』っていうとちゃんと

目を閉じてました。 

このあたりは親としては嬉しい限りです。 

ウチのアパートの下に住んでいる柊斗半年遅れの子供は毎

日泣いていますね～、だって鳴き声が筒抜けですもん 

でもって、昨日は初めて二番目の我が子“らいとクン”をお風

呂に入れましたよー♪ 

相方が『ここのところ（自分が）ゆっくり風呂に入った事が無い

ので宜しく～』って感じで・・・・・ 

  

いや～、いくら新生児じゃ無いとはいえ、おっかないです

ね・・・・ 

約２年ぶり(?)くらいに湯船に浮かぶ我が子を見ましたよ(笑) 

 昨日は引っ越しもあって会社も休みでしたし、オイラも家に

いたんで子供達をお風呂にいれる事が出来ましたが、今日は

まだ会社にいるオイラ・・・・・。（会議だったからね、今まで）き

っと相方は大変だったでしょう。 

 まぁ、そのくらいじゃないと、この先やっていけませんから!!! 

 ・・・・って他人事に言っている役立たずの旦那でありました  

もちろん、オイラだって活躍する時も手助けする時もあります

よ～、、、、、、、、多分。 

  

話題は全然違いますが、柊斗の話す言葉っていうのかな？、

会話が成り立つ様になりました！！！ 

久々に見る我が子の成長ぶりでございました(*￣∇￣*)ｴﾍﾍ 
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やってしまったやってしまったやってしまったやってしまった…………        

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-10915635093.html 

2011 年 06 月 07 日(火) 00 時 07 分 32 秒 

こんにちは、キャナです 

最近、太ってきました。 

まぁ、震災前よりは大分痩せたのですが(とは言っても 5・6 キ

ロ)。新潟にいたときは太ったり４☆キロ、痩せたり激しくて 30

キロだいにいた時もありました。…それはともかく。 

 

今日は学校を早退してしまいました…… 

精神的に疲れた……らしい(-_-;) 

それで病院に行ってきました。 

最悪です。 

自分は健康体だから大丈夫なのさ～と生まれたときから考え

てきた私のそんな思想(??)が覆されました。 

渡されたのは喘息の薬。(あとノド声帯関係の薬) 

あと『あんまり声をださないようにしてくださいね～』 

という、メンバー落ちするか、しないかの大切な時期に声出す

なという鬼なご注意が。 

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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たしかな咳もとまらないし、私は邪魔者以外何もないのです

が(-_-) 

 

あぁ、メンバー落ち確実なルートをたどってるな…。 

皆さんも喉と風邪には気をつけて 
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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７７７７日昼日昼日昼日昼    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！  2011-06-07 12:36:59 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/39b083688c6030

fbf257b1524e8fe4ee 

テレビ、マスコミでは、放射線の線量が高い地域（ホットスポッ

ト？）のことを最近しきりに報道していますが、そこに住んでい

る人の事をどう考えての報道なのかな？ いつでもマスコミ特

にテレビは言いっぱなしで、無責任な姿勢が見えてなりませ

ん。高い、危険、大丈夫？ わかっていますが、そこに住んで

いるんです。他にはいけないんです。 それなのに、放射線

が高いから大丈夫か？ そりゃ大丈夫じゃないでしょう。でも

誰が安全を保障してくれるのか、何が、どこまで、大丈夫なの

か教えてほしいです。 

ＮＨＫの日曜日の原発の放送はとっても良かったです。続編

が楽しみです。 

 

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７７７７日昼日昼日昼日昼         2011-06-07 20:12:18 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/c0b4432f8acad2

c5c190cbe801f58469 

当店のお惣菜チーム、とっても前向きです。朝４時から仕事で

も、返事は『はーい』。３時半には集合しています。 

仕事中も明るく、チームワーク良く、仕事に取り組んでいます。

ありがたいことです。 

 

今日は東京から、お電話いただきました。南相馬市の小中学

生の給食事情が心配で、何か支援出来ないかとのことでした。

いろいろ、学校に問い合わせをしたそうですが、なかなか善

意の支援が形になりにくいようです。 

それで、鹿島の八沢小学校の延期になっていた卒業式を６月

に行うようですが、その時の謝恩会に美味しいものを食べて

頂きたく、当店にオードブルの注文の問い合わせをいただき

ました。また、卒業生に（福好再見）のＴシャツを送りたいと、ご

注文を頂きました。 

 

皆さん、心配していただいています、特に小学生、中学生、

子供達は本当に可哀想です。 

せめて、給食ぐらいは、充実した食べ物を食べさせてあげた

いものですよね。 

支援物資、義援金、送られてきているようですが、本当に困っ

ている人に、必要とする物に、事に、大至急使っていただきた

いものです。 

 

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

群生群生群生群生するするするするヒメサユリヒメサユリヒメサユリヒメサユリをををを観観観観てきましたてきましたてきましたてきました    

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。  2011-06-07 21:04:12  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/03197

41c47153cf63e6bd46b0f43d5e5 

 

４日（土曜日） 妻と二人で 

後三条・高城「ヒメサユリ」祭に行ってきました。 

 

ヒメサユリの小径の登り口から 

しばらく 急勾配が続きます。 

 

妻が 道端に落ちた枯枝を折って 

杖を作ってくれました。 

 

エッ 普通 逆でしょう ？！ 

・・・ ハイ ハイ お笑いめさるな 

われら夫婦は そんな関係でございまして ・・・ 。 
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群生するヒメサユリです。 

 

休憩所からの眺望です。 

 

 

道端近くに 小さな 小さな石仏がおられました。 

 

心晴れる一日でした。 
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南相馬市内南相馬市内南相馬市内南相馬市内でででで放射線量測定放射線量測定放射線量測定放射線量測定    

ゆっ太郎 (2011.06.06 11:30) 

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/3141.html 

やらなきゃと思いながら 

ずーっと手を付けられずにいた 

自宅の庭の草刈を、週末に実行しました。 

 

雨が降るたびに

成長し国が推進

し、東京電力が

40年にわたって 

「安全だ。安全

だ。」と言いくる

めてきた意図し

なかった物質を

吸い上げた雑草

です。 

 

避難先から市内へ戻

る際に線量計を購入

した知人から借りてき

て草刈前に庭の線量

を測定しました。 

0.92μSv／h。。。。 

 

4 時間かけた草刈で

かがらしかった庭も、

だいぶすっきりしまし

た。 

 

 

 

 

草刈終了直後の草刈

開始から 4時間後に 

測定した放射線量に 

大きな変化はありま

せんでした。 0.90

μSv／h。 

 

 

さらに 1時間待ち 
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庭先のインターロッキングの上 1mほどのところで測定

したところ、0.65μSv／hでした。 

0.65(μSv／h) x 24(h) 

x 365(日) = 5,694 

年間 5.7mSv という計

算になりますか？ 

 

 

 

大きな問題のひとつは

刈払った雑草たちで

す。 
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【【【【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 

（合同チーム「みなみそうま」で勝利を目指せ！）  

 

【2011年6月4日】 

 第 31 回ファミリーマートカップ全日本バレーボール

小学生大会の相双地区大会は新地町の駒ヶ嶺小体育

館で行われ、男子 2チーム、女子 6チームが出場しま

した。 

 このうち女子では、各チームでの出場ができないた

め、南相馬の 11 チームが合同で「みなみそうま」を結

成して試合に臨みました。選手の中には福島などの避

難所から駆け付けてチームに合流した子どもも。最後

まであきらめないでボールを追いかける姿に、応援す

る保護者の声援が飛び交っていました。 

 

 

  
▲試合開始「ファイトー！」 ▲コートの外には支援物資 

 

 

  
▲ナイスレシーブ  ▲力強いアタック 

 

  
▲監督が指示を出します ▲大きな声援を送る保護者 

    

  
▲みんなでつないで ▲選手同士で声を掛け合って 

 

  
▲勝利を目指して！ ▲「かしま」のユニフォームで 

参加 
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