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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９９９９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！  2011-06-09 05:15:05 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/6d3af6ba4dbca1

e926630392162b262c 

吉田所長 口頭注意だそうですね。海水注水を続けた、現場

の判断、まさに感覚の世界。 

一時中断させようとした、東電本社、政府、変わらない概念の

世界、命を懸けて戦っている現場には概念は通用しないよう

です。変化し続けるものに対応していくには、まさに感覚と感

覚との戦い、そこに概念が入り込む余地があるのでしょうか？ 

 

商売も今や感覚の世界に突入しています。今までの実績もや

り方も通用しなくなりつつあります。 

だから、どんなことでも、どんな注文も断りません。出来る事は

もちろんですが、出来そうな事であれば、何でもチャレンジし

ています。 

 

仮設住宅 空き室が結構あるようです。入居をキャンセルして

いるのか、まだ入居しないのか、話しを聞いてみると、避難所

では３食提供されていますが、仮設に入れば自分負担になり

ます。どうやらそのことが重く負担になるようです。仕事がある

方は良いですが、仕事が無く無収入の方は大変です。ギリギ

リまで避難所に居ようと考えている方もいるのでしょう。すぐに

でも仮設に入りたくて抽選に落ちた人にとっては、なぜ空い

てるのか矛盾を感じますよね。 

 

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９９９９日夜日夜日夜日夜         2011-06-09 19:00:07 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/e261c5c53646bb

f602a1ebe4d1efb420 

今日は、小学生に聞いてみました。学校給食、最初は低学年

はおにぎり１個と牛乳、上級生はおにぎり２個と牛乳、日替わ

りでおにぎりの代わりにパンの時もありました。最近はおかず

も付くようになってきたようです。 

来週からは、おにぎりからご飯に代わるようで、その為の弁当

箱を持って行くようです。 

もちろん、おかずもあります。少しづつですが、良くはなって

きているのかな？ 

 

給食の材料は南相馬市にちゃんと入って来ています。 

ただ、市場の入荷状況は、放射能の影響で野菜の出荷は少

ないですが、徐々にではありますが、出荷規制解除と共に増

えてはきています。 

 

 

ネギ、キャベツ、レタ

ス類、トマト、キュウリ、

玉ねぎ、ジャガイモ、

スナック豆、絹サヤ、

しいたけ、大根、ニン

ニク、カボチャ、など

など、出ています。 

 

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

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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『『『『メルトスルーメルトスルーメルトスルーメルトスルー』』』』・・・・・・・・・・・・隠隠隠隠ぺいぺいぺいぺい体質体質体質体質？？？？いまさらいまさらいまさらいまさら驚驚驚驚きませんよきませんよきませんよきませんよ！！！！    

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。  2011-06-09 12:22:49  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/23fdf

f11ee6e2ba8d1ada5c86fc37c74 

 

警戒区域「小高区」・・・ゴーストタウン１ 

 

ちょっと長くなりますが・・・６月８日付 夕刊フジから抜粋しま

す。 

 メルトダウン（炉心溶融）が“最悪”だと思っていたら、その上

があったとは…。東京電力福島第１原発事故で政府の原子力

災害対策本部は７日、１－３号機で「メルトスルー（溶融貫通）」

が起きた可能性もあるとした報告書をまとめ、国際原子力機関

（ＩＡＥＡ）に提出した。メルトスルーとは聞き慣れない言葉だが、

その実態はメルトダウンより深刻だ。 

 通常、原子炉の圧力容器は水で満たされ、燃料の過熱を防

いでいる。ところが今回の震災で圧力容器の水位が低下し、

燃料が露出。２８００度以上に過熱して溶け出し、圧力容器の

底に溶け落ちてしまった。これがメルトダウンだ。 

 メルトスルーは、メルトダウンの状態よりもさらに一段階、深

刻。圧力容器に開いた穴から、外側の格納容器に落下して堆

積する状態を指す。「５重の壁」に守られている燃料が壁を１

枚突破してしまったわけだ。 

 ・・・・・・ 

 実は東電は、５月２４日に経済産業省原子力安全・保安院に

提出した報告書の中で、溶けた燃料が圧力容器の底を破損さ

せ、格納容器まで達した可能性を指摘してはいた。ところが、

この重大事象を示す「メルトスルー」という用語は積極的に表

へ出されなかった。 

 

 東電には“前科”がある。「メルトダウン」についても、当初か

ら指摘されていたにもかかわらず、この用語の使用を避け、

原子力専門家らは「意図的に被害の状況を小さく見せようとし

ている」と批判していた。 

 

 ５月１７日に作成し直した工程表公表の会見でも、メルトダウ

ンの用語に関して「意識的に使っていないが」との質問が出

た。これに対し、武藤栄副社長は「英語で表現するとニュアン

スが伝わらない。燃料の溶融があったことについては認識し

ている」と、歯切れの悪い回答をしていた。 

 

 事故から３カ月近く経過して突然、メルトスルーという言葉が

登場したことには、政府内でも「東電は５月下旬の報告書発表

の段階で『メルトスルー』を強調すべきだった。隠ぺい体質が

また明らかになった」と不満の声が上がっている。 

 

いえいえ 原発の近隣住民（現避難住民）としては 

いまさら 東電の隠ぺい体質などに驚くものではありません。 

 

少なくとも １９７１年３月（開業）以来 

幾度となく データの改ざん、事故隠し、後出しの事実があり 

その都度 東電も 行政も ・・・ 

いつのまにか ウヤムヤにしてきたことは 

誰もが知るところではないでしょうか。 

よって 

先のブログに 

小高区を知っていますか とおたずねしました。 

 

また 

福島県内の報道より 県外の報道の方がスルドイと感じるのは 

私だけでしょうか。 

そして 

事故発生以前の東電・保安院・国・県・町のあり様の歴史を 

なぜ 追求しないのでしょうか。 

 

いいたいことは ・・・ それこそ それこそ 沢山あります。 

ちなみに 

私は 南相馬市小高区（警戒区域）から 

新潟県三条市に 集団避難してきた避難者です。 

 

警戒区域「小高区」・・・ゴーストタウン２ 
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境界境界境界境界にあるにあるにあるにある食堂食堂食堂食堂「「「「花園花園花園花園」」」」    

どっさりんこ (2011.06.08 01:48) 

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/3160.html 

東京電力福島第一原子力発電所から 20キロと３０キロの境界

にある食堂『ドライブイン花園』！ 

 

ここは 3月 11日前までは長距離の運転手さんや地元の人達

がよく通う食堂です。 

いつも人でいっぱい！評判も良い！！ 

夜も遅くまでやっていた食堂です。 

 

でも今は警戒区域と緊急時準備避難区域の境界近くにありま

す。 

お店の中からでも警戒区域に入らないようにしている警官の

姿を見ることが出来ます。 

  

外は物々しい雰囲気がありますが、食堂は美味しい香りが漂

っています。 

メニューや時間は制限されていますが、味は変わらず！！ 

  

今回注文したのは、「味噌チャーシューメンとレバニラ定食」 

  

沢山のチャーシュー！チャーシュー好きにはよだれもんで

す。 

レバニラはご飯が進む進む！！ペロッと食べてしまいました。 

がっつきたいときまたきま～～す。 

相双地域には美味しい物が沢山あります。 

一日も早く普通の生活が・・・・・。 

 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月９９９９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  

2011-06-09 18:36:38  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10917972090.html 

今日も一日お疲れ様でした 

今日もいい天気になり

ましたよ 

日差しが強かったぁ～ 

２４℃まで上がり暑かっ

たです 

 

連日暑い日が続いてい

るので今日から作業場

ごとにスポーツドリンク入りのウォータークーラーを持って行っ

てもらうことにしました。 

屋内外にかかわらず、熱中症にならないようにくれぐれも気を

付けてくださいね 

 

本日の活動者数は １３８人 （県内２９人 県外１０９人） 

ニーズ件数  １１件でした。 

平日にもかかわらず沢山の方が来てくださいました。 

どうもありがとうございました 

 

屋外での作業に行く方が多いようですが是非、屋内での作業

にも参加してもらえるとありがたいです 

それでは明日６月１０日（金）の募集内容ですが 

☆活動件数 １２件６０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。 
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注）あくまで６／９（金）に受けた件数です。翌日６／１０（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。 

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。 

 

今日はもう一つ募集があります！！ 

復興ひまわり大作戦が６月１８日（土）に行われます 

その下準備の為６月１２日（日）にひまわりを植えるための場所

の草刈りをします。 

そのため草刈り機持参で参加できる方を１０名募集します。 

参加希望の方はこちらのボランティアセンターまでご連絡くだ

さい。  ０２４４－２４－１８７７  よろしくお願いします 

 

明日の天気はくもり 最高気温は２６℃ 明日も暑くなりそうで

す 熱中症にならないように、水分・塩分等を用意してきて下

さいね。くれぐれも体調が悪い時は無理をしないでくださいね 

 

お待たせしました～♪今日の紹介コーナー 

 

今日は方言編です。 

自分では標準語を喋ってると思っているのですが県外から来

た方たちからするとやっぱりなまってるんですねはっきりなま

ってると言われるとショックですけどね 

 

みなさんによく言われるのは 

『イントネーションが違うよねぇ～』 

この辺の人は、あまり強弱？がないみたいです。 

う～んよくわからない 

あまりないのですが方言を紹介？！しますね 

 

◎ ねえ、このゴミなげてきて～ 

  ん？  ごみを投げる？？？ いやいや、 

なげる ＝ 捨てる  のことです。 

私たちにそう言われても決してゴミを投げたりしないでくださ

いね 

 

◎ なにおだってんのぉ～！ 

  ん？   おだつ？？？ 

 おだつ ＝ 調子に乗ることです。 

調子に乗ってる人がいたらおだたないように言ってください

ね 

 

方言って自分では標準語だと思ってるのでなかなか気付きま

せんがほかから見ると はぁ～～？？？って思いますよね 

またちょこちょこ紹介したいと思いますのでお楽しみに 

 

ボラセン内にメッセ

ージノートを置くこと

にしました。 

 

応援メッセージ・ボラ

ンティアに来たきっ

かけ などなどなん

でもいいので書いて

もらえたら嬉しいです 

沢山の方からのメッセージお待ちしてま～す 

もしかしたらブログで紹介させてもらうかも・・・ 

 

ではではみなさん、明日もよろしくお願いします    

 

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

【【【【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/i/k/sinaihinanjo.jsp 

 

●避難の状況（H23.6.5 現在） 

平成 23 年 3 月 11 日現在の人口  約 71,000 人 

【市内居住者】 

・自宅居住      約 30,000 人 

・市内の避難所     約 400 人 

・市内の知人宅や借上げ住宅等  約 3,000 人 

・市内の仮設住宅  約 1,000 人 

【市外避難者】 

・市外の避難所 約 10,000 人（うち福島県外 約 4,700 人） 

・市外の知人宅や借上げ住宅等 約 20,000 人（うち福島県外 

約 13,000 人） 

【その他】 

・死亡・転出・所在不明 約 6,600 人 

 

●市内開設避難所（H23.6.9 現在） 

・原町第一小学校  109人 

・石神第一小学校   92人 

・原町第二中学校  145人 

・デイサービス「ひまわり」 29人 

・鹿島保健センター  33人  


