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

声声声声はともかくはともかくはともかくはともかく!!!!        
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-10917578345.html 

1 年 06 月 09 日(木) 00 時 13 分 21 秒 

こんにちは、キャナです。 

昨日は合唱を見学してました。でも歌いたくてウズウズしてい

たので今日は歌ってしまいました…。 

 

まぁ、百日咳(らしい)なので声がどう、とかはないと思っていま

したが… 

今、(というか合唱の最中から)がらがら声(;´д｀) 

今週、MJCなくて良かったです(-_-;) 

来週までには(できれば今週には)治したいです。 

 

あ、あともうひとつ。 

前の週に MJC の練習に行ったところ、ユーストリームで知っ

て興味をもち、きてくださった方がいました。 

いま、MJCが少し有名(?)になってきているのも私が避難所生

活(南部体育館で)しているときにユーストリームで呼びかけて

みないか、という提案をしてくれた、桑原さんや新潟の皆さん

のお陰だと思います。 

遅すぎた挨拶ですが……本当に感謝しています。 

ありがとうございました。 

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

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８８８８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！  2011-06-08 05:43:14 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/7df642d9a810a8

40fe6f8e5273054a7b 

概念と感覚の世界 人間の心理、心、気持ち の中は概念と

感覚の世界で成り立っていますよね、動物は感覚の世界だけ

で生きていますが。概念とは変わらないもの、すべては同じ、

同じの世界、感覚とは変わり続けるもの、すべては変化し続け

ているもの、その二つのものを繋いでいるものは、人間社会

では、言葉や文字ですよね。 

 

地震、津波、放射線 自然災害、人災と言われていますが、

被災している人たちの多くは毎日、毎時間、変わりゆく厳しい

生活環境の中で暮らしています。まさに感覚の世界、いまま

でとは違う、違い続けている世界。そんな感覚の世界で助け

を待っている人たちを、救助、支援、助けなければならない（、

国、政府、行政、）は概念の世界にいます。法という概念 変

わらない考えの中にいるから、感覚の中で助けを待っている

人たちを助けられるはずがありません。だっていつでも変化

し続けているものを、どうやって見つけるの？どう扱うの？相

手は変わり続けているのに 

変わらないものが追い付ける訳がない。じゃあどうするか。概

念の世界にいるものが少しでも感覚の世界にいるものに近づ

くには、安心させる言葉であり、希望を与える計画案、相手に

伝わる言葉、文字、そして一番なのは出来るだけ感覚の世界

に近づくことです。感覚の世界にいる人に一番近いのは国で

はなく、市町村なのです。そこにお金と権限を与えて変わりゆ

く生活事情に対応出来るようにしていかなければ、いつまで

たっても救われていかないです。 

今は、国が何でもしようとしているから、対応が遅く、行き届か

ないけど、末端で対応できるようになれば、被災者の皆さんも

自ら立ち上がれると思います。 

今は概念（法）にとらわれているような時では無いと思います。

今年の初め国会見学に行って来ましたが、永田町界隈、独特

の雰囲気、国会内は今思えば、概念の世界の象徴のような空

間 ずうっと変わらない空間、すべてが自分から見れば異質

な場所でした。あんな所に居続けたら誰でも概念に囚われて

いくのかな。明らかに感覚の中で生活しているものからは、一

番遠い所にあるのでしょう。 

 

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からからからから６６６６月月月月８８８８日夜日夜日夜日夜         2011-06-08 19:24:57 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/c7cd77614ecb20

fbde09366c40515320 

参加してみませんか。 

海岸近くの農地に『ひまわり』を植えて放射線を除去しようと、

立ち上がりました。 

 

今日も、南相馬市の学校給食を心配してのお電話がありまし

た。給食センターに食材を届けてもらえないか、との問い合わ

せでした。みなさん心配されています。 

ただ、行政側の受け入れがうまくいかないみたいで、まだ実

現には至っていません。 

 

６月はお葬式、法事が多くなっています。もうすぐ百か日だか

らですかね。 

生活も落ち着いてきたせいもあるようですが。お通夜は無しで

葬儀だけ行う方もいるようです。 

 

そういえば、高校野球の相双選手権は原町高校が優勝しまし

た。原町高校は夏の予選の第４シードになりました。 

しかし、部員が２年生３人、１年生１人しかいなくて、夏以降の

活動が危ぶまれています。 

進学校の宿命でもありますが、部員がなかなか集まらない状

態が続いてはいましたが、今回は本当に大変な事態を迎えて

います。 

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

小高区小高区小高区小高区    ・・・・・・・・・・・・    ごごごご存知存知存知存知ですかですかですかですか？？？？    

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。  2011-06-08 16:58:22  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/c679d

f1773e0a82f9e6dc7f6dc7b5724 

 
（再掲です（編集より：新潟日報を引用されています）） 

 

南相馬市に 

スッポリと「警戒区域」に入った 

小高区というところがあることを 

・・・ ご存知ですか？ 

 

小高区の避難者が大多数という 

ここ新潟県三条市の避難所で ほぼ３ヶ月 

「福島県から来ました」という報道の人に 

・・・ お会いしたことがありません。 

 

不思議なことです。 

 

単に 新潟県三条市は 

福島県から遠いから ・・・ だけでしょうか。 

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

福島県庁福島県庁福島県庁福島県庁「「「「生活再建生活再建生活再建生活再建のののの手引手引手引手引きききき」」」」    

ゆっ太郎 (2011.06.07 11:21) 

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/3156.html 

福島県では東日本大震災と震災に伴う東京電力原子力発電

所災害で被災された方へ、「生活再建の手引き」を作成しまし

た。 

 1.暮らしの支援について 

 2.医療・福祉の支援について 

 3.住まいの支援について 

 4.教育の支援について 

 5.雇用・事業の支援について 

 6.原子力災害について 

 7.その他（行方不明者、ボランテ

ィア、ペット、法的トラブル等相談

窓口） 

 8.問合せ一覧 
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8項目、全 64ページの手引きとなり 

「暮らしの支援」…義援金・弔慰金などについて 

「医療・福祉」…保険証・窓口一部負担金・児童手当などの各

種手当・助成について 

「住まい」…旅館・ホテル・応急仮設住宅や罹災証明・住宅支

援制度など 

「教育」…就学支援・奨学資金 

「雇用・事業」…雇用保険・未払賃金・資金支援・就職窓口など 

「原子力災害」…補償に関する相談、放射線に関する問合せ

窓口 

を、項目ごとにそれぞれまとめられています。 

 

この、福島県「生活支援の手引き」は 25,000部作製し 

被災された世帯、各市町村に配布を開始しました。 

今後は、県外へ避難された世帯へも届ける予定だそうです。 

 

県のサイトからも

閲覧可能となって

います。 

 

 

 

 【福島県 災害対

策本部】 

（URL：http://www.pref.fukushima.jp/j/） 

避難者・被災者の皆様への情報 

 → 生活支援の手引き（pdf：11,218KB） 

 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月８８８８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  

2011-06-08 18:16:27  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10916938443.html 

今日も一日お疲れ様でした 

 

今日は気持ちの

いい青空でしたよ 

しかし、屋外での

作業はかなり暑か

ったようです 

本当にお疲れ様

でした。 

そんな暑かった本日の活動者数は １１２人（県内３３人 県外

７９人） 

ニーズ件数 １３件 でした。 

 

沢山の方に来ていただき 

全てのニーズに対し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９日（木）の募集内容ですが 

☆活動件数１２件 ９０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 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６／８（水）に受けた件数です。翌日６／９（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。 

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。 

ガレキの撤去・泥出し作業時は長袖着用をお願いしていま

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℃ 

気温が低めでも太陽が出ると暑くなりますので 

水分・塩分等、熱中症対策をしてきてくださいね 

 

恒例になりました  今日の紹介コーナー 

 

今日はコチラ 
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以前カレーを振舞っ

てくださった 東京の

本間さんと４人のスタ

ッフさんが今日は石

焼きビビンバを振舞

ってくださいました 

 

 

今回は私たちスタッ

フの分まで用意して

くださいました。 

 

 

 

 

 

見て! このボリューム! 

 

 

 

 

 

 

 

 

これをかきまぜて・・・ 

 

できあがり! 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
みなさん 

 

『おいしい、おいしい

～(≧▽≦)』 

 

と言って食べていま

したよ 

 

本間さんとスタッフのみなさん 

と～ってもおいしかったです 

明日からまた頑張れます 

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 

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


