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ついについについについに合流合流合流合流    

えび父さんの日記 2011/06/11 21:44 

http://ebi.tou3.com/Entry/59/ 

昨日から家族が自分の転居先に合流しました＾＾ 

震災により離れ離れになってから 2 ヵ月半経過して、やっと家

族との生活を取り戻す事が出来ました。 

正直、2 ヵ月半以上独身？生活をしていたのでうるさくなった

なと言うのが正直な感想だったりｗ 

でも、やはり家族と共に居られるって事は本当にいい事だな

と感じています。 

福島にいつ戻る事になるかまったくわかりませんが、まずは

家族との生活を大事にしたいと思います。 

 

話し変わりまして、ビー水槽の方はノーマットを止めてからと

いうもの、☆もなく元気にツマツマしています。 

本当に自分の浅はかな行動の為に、☆にしてしまったビー達

に申し訳ない気持ちでいっぱいです。 

今、残っているビー達だけでもしっかりと飼育し、秋に備えた

いと思います。 

ミナミの方はと言いますと・・・ 

恐ろしい稚えびの数が！！！！！ 

パッと見で２０～３０匹を確認できる状態ですｗ 

もっとも、抱卵個体だけで 8 匹も居たので、当たり前って言え

ば当たり前なのでしょうが 

あまりの爆殖ぶりに唖然としていたりしますｗ 

買ってきた当時、濃紺と言える位青かった色も、黒に近い色

になっていたり 

こげ茶っぽい色になっていたりで、当初の濃い青を残してい

るのは３～４匹しか居ませんｗ 

飼育環境で色が変わるなんてあるのでしょうか？ 

また、一匹だけ真っ黒の個体も居ます。 

まるで、シャドー？と思える位真っ黒ですｗ 

ミナミも色々と奥がありそうで、嫁がはまりつつありますｗ 

嫁もシュリンプに興味を持つのはいい事なんでしょうが、なん

とも複雑な気分です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１２１２１２１２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！  2011-06-12 05:32:41 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a23ef340a903d1

5a5f42f9912633817d 

原発の稼働率、６０～７０％ 火力発電は４８％で原発の電力

発電シェアが３０％ぐらいとすると、原発を全部止めても火力

発電の稼働率を４８％から７８％に上げれば、総電力量は間

に合うということですかね？ 

 

原発を止めても、冷温停止にしても、ずっと管理しなくてはい

けないですよね。止めていても、地震が来て損傷すれば、冷

温停止していても、福島の４号機のようになってしまう事もあり

ますよね。 

もしそうなら、止めるだけでは、意味がないですね。ではどう

すれば良いのでしょうか？ 

 

原発で働いている人たちの雇用はどうなるのでしょう、電気代

はあがるのでしょうか、電気代はすべての企業の経費の原点

ですよね、そのコストが上がることでの、生産、製造はどうなる

のでしょうか、また、代替エネルギーの見通しも無い中で、早

急に止めてしまっても良いものなのか、いまいちよくわかりま

せんが、そういった情報がもっと多く、詳しく、欲しいですよね。

１年２年かけても将来の日本のエネルギーをどうしていのかを

国民全員で勉強し考え判断しそれから決定しなくては、今す

ぐにでは、情報不足、勉強不足で判断を迷ってしまいそうで

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１２１２１２１２日夜日夜日夜日夜         2011-06-12 20:11:03 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5f0eaa197c531c

6a4c439422f8e3b650 

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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たが、あじくらがいっぱいの様だったので、喜竜にいったらそ

こもいっぱい、町中を車で空いているお店を探しましたが、行

くとこ行くとこ混んでいて、ぐるっと回って結局あじくらに入っ

て注文したら５０分ぐらいかかりますと言われ、そんなに待て

ないとあきらめて出てきました。結局家で食べることになりまし

た。開いてる店が少ないのか、７時から８時頃はどこの店もこ

んでいるようですし、定員さんも少ないようで、接客がままなら

ず大変そうです。 

 

これからの梅雨の大雨に供えて、雨どいの掃除、土嚢の準備

をしましたが、土嚢が足りなかったので、買い足さなければな

りません。初めて土嚢などという物を作りました。土嚢袋に川

土の１０ｋ袋を買ってきて、入れました。 

土嚢は最初から土が入っているものだと思っていましたが、

そうではありませんでした。 

川土１０ｋ袋で２８０円でした。安いのか、高いのか、良くわかり

ませんが、人の話では、海に行って土嚢袋に土を入れてくる

といいと言っていましたが、この時期ではそうもいかないでし

ょう。ということで、土を買ってきました。 

 

そいえば、南相馬市の２０ｋから３０ｋの緊急時避難準備区域

でも、福島県の住宅の借り上げ補助金制度が始まりました。月

６万までの家賃保証ができるようです。またまた、不動産屋さ

ん大忙しです。もっと早くに圏内でも許可しておけば、二度手

間にならずに、お金も余分に掛かることも無いのに、なんとも

後追い行政の象徴ですね。 

 

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

不安感不安感不安感不安感    ・・・・    そしてそしてそしてそして予感予感予感予感    ・・・・・・・・・・・・    南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市のさきざきのさきざきのさきざきのさきざき    

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。  2011-06-11 14:34:19  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/59c0a

01163d07cebf23653932d4c6f59 

 

くどいようですが ・・・ ほんの ほんの素朴な疑問でござい

ます。 

 

南相馬市は 

鹿島区 ・・・ 一部緊急避難準備区域 （普通に生活が可能 

とか） 

原町区 ・・・ ほぼ緊急避難準備区域 （普通に生活が可能 

とか） 

小高区 ・・・ スッポリ「警戒区域」 

で構成されていますが 

 

南相馬市の応急仮設住宅は 

原発からやっと３０数キロはずれた鹿島区です。 

 

また 増設中の応急仮設住宅は 

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。 

 

鹿島応急仮設住宅に入居希望を出しております私（小高区）と

しましては 

この頃とくに 

動物的な本能といいましょうか ・・・ 

３０年以上 気の世界を追求してきた者の感覚といいましょう

か ・・・ 

なぜか この先が 不安に思えるのです。 

なぜか この先に また何かありそうな気がするのです。 

 

それから 

野馬追の里だけに？ ・・・ 南相馬市が 

東電や 国・県行政の駒 ・・・ しかも 捨て駒として 

利用されるのでは ・・・ と 危惧を抱いているわけでござい

ます。 

 

どうぞ どうぞ 妙な心配と素朴な疑問を持つ ・・・  

心配性の老人がいたことを ・・・ 憶えておいてくださいな。 

 

それから 

「いのち」のことは 

・・・ あとで 「 ゴメンネ 」では すまないことも。 

 

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

3333 ヶヶヶヶ月月月月がががが経経経経とうととうととうととうと    

どっさりんこ (2011.06.11 02:46) 

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～～～～    
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http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3139.html 

2011年 3月 11日 14時 46分の大震災から、早いのか長い

のか 3ヶ月が過ぎようとしています。 

今だ先の見えない原発問題、長引く避難生活。 

3月 11日から先に進めず、ずっと足踏みをしています。 

 

メディアでは 1 ヶ月、2 ヶ月を経過していく事に「東日本大震

災」の報道が少なくなっています。 

忘れないで欲しい、まだ被災地は被災中だということを。 

そして沢山の人がまだまだ不自由な生活をしていること、家族

がバラバラになっていること、 

そしてまだ行方不明な方がいることを・・・。 

くだらない報道ばかりして欲しくないです。 

 

3ヶ月を迎えようとしているある日、一本の電話が来ました。 

来て欲しくなかった電話・・・。 

私とゆっ太郎と二人で取材をした先のご夫婦が亡くなった

と・・・。 

 

気さくな旦那さん、ガハガハ笑い、緊張している私達を気遣っ

てくれ、緊張をほぐしてくれたのを覚えています。。 

そして奥さんも物静かなで小さい方ですが、前から知ってい

るような感じ。 

「沢山食べなさい！美味しいから」っと！！沢山食べさせてく

れたりしました。 

そして帰る際に「これもっていけ～～、売るほどあるんだ～～、

またいつでもこな～～」っと沢山のお土産を！そして笑顔で

ご夫婦で見送ってくれました。 

「またきます」っと約束したはずなのに、それを叶える事が出

来なかった。 

本当にごめんなさい。約束したのに・・・。 

電話を切った後、あのご夫婦にもう会えないかと思うと涙が止

まりませんでした。 

 

その後ゆっ太郎に連絡・・・。 

ゆっ太郎が「生かせてもらったおれらでできることしていきまし

ょ」っと・・・。 

 

そうです。私達は生かされたのです。頑張って生きていかな

ければなりません。 

不安で仕方がありませんが、前を向いて行かなければりませ

んね。 

東京電力から 30km圏外の南相馬市鹿島区は水稲の作付け

制限がされていないところですが今年は南相馬全域で作付

け見合わせとなりました。 

でも、来年のため、その翌年のために…放射線の影響を確か

める試みがなされています。 

【相双ゆたどさ】：南相馬市鹿島区で明日の農業に希望を託

す田植え（2010.5.23掲載） 

5/21の田植えから、約 20日間。 

小野田さんの田んぼの稲は順調に育っています。 

 

今、私たちが出来ることをしていこうと思います。 

 

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

明日明日明日明日（（（（６６６６月月月月１２１２１２１２日日日日））））のののの活動予定活動予定活動予定活動予定        

（編集より：古い記事ですが活動が解り易いので掲載します） 

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  

2011-06-11 21:00:48 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10920443751.html 

 今日もありがとうございました。今日はなんと１７２名のボラン

ティアさんが駆けつけてくれました。 ＧＷ以来の１００名越え

でした！感謝です。 

 

 ☆多くの方が「真野小学校」のガレキ撤去のために県内外

から足を運んでくれました。途方にくれるほど散乱していたガ

レキもほぼキレイに片付き、明日で終わらせるぞ！と意気込

むボランティアさんの姿に感動しました！ 

 総勢１００名を越えるボランティアさんをまとめていただいた

リーダーさん、本当にありがとうございました 

 ☆側溝の清掃を開始しました。初日の今日は、群馬県内の

社協職員さん１５名がバスで駆けつけ、ドロ出し作業をおこな

いました！ 

 これから福島県社協にて、週末のボランティアバスの募集も

おこなう予定です！梅雨入り間近・・・どうか週末雨が降らない

ように・・・ 

  

 側溝の調査中、これまでたった一人で側溝や畑などのドロ

出しやガレキ撤去を行ってきたという男性にお会いしました。

その方は、なんと８１歳 鹿島区にもいました！スーパーおじ
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いちゃん！！ 

後ろ髪をひかれつつ、次の現場へ移動しました・・・ 

作業が急がれます！！  

 

【６月１２日（日）の活動予定】 

  お天気は、晴れのち曇り。予想最高気温２５℃。熱中症予

防のため、休憩時には必ず水分補給をお願いします！ 

 ★ガレキの片付け ２件  

   ○地域の公会堂の泥出し 

   ○『真野小学校』のガレキ撤去 

    ・募集人数： ７０名程度 

 ★側溝のどろ出し・募集人数：２０名程度 

 ★流出物の洗浄 ・募集人数：５名 

 ★避難所での話し相手 ・募集人数：若干名 ※継続して活

動できる方歓迎です！ 

 ★応急仮設住宅への引越し支援 

   ＜高齢者世帯や障がい者等の引越しのお手伝い＞ 

    ・活動期間： 当分の間 

    ・募集人数： 依頼に応じて 

           ※今日現在、ニーズはありません・・・ 

  なるべく、午前９時までに受付を済ませてください。よろし

くお願いします！ 

  ※日程は変更となることもあります。 

  ※活動の有無については、事前にボラセンに問い合わせ

いただけると幸いです！ 

 

☆今後の活動 

 ○６月１５日（水） 

   応急仮設住宅への物資配達・・・２０～２５名募集 

 ○応急仮設住宅への訪問活動（職員同行）を、来週から行う 

  予定です。追ってボランティアを募集いたします。 

 

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

【【【【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/sinsai/2011-06/satsuki.jsp 

写真で見る東日本大震災 

（心心心心をををを癒癒癒癒すすすす色鮮色鮮色鮮色鮮やかなやかなやかなやかなサツキサツキサツキサツキ）   【2011 年 6 月 11 日】 

 相双地区皐月愛好会の花季展示会は、道の駅「南相馬」で

開かれ、会場を訪れた人たちは色鮮やかなサツキに和やか

な表情で見入っていました。 

 今年は、福島第一原子力発電所の事故の影響で大半の会

員が一時避難して手入れができませんでしたが、会員 10 人

が70点を出品し、会場には「復興に向けてみんなの力を一つ

に南相馬」の横断幕を掲げました。 

 昭和49 年から毎年開催されている展示会は、ひがし生涯学

習センターとの共催で 6 月 10 日から 12 日までの 3 日間開催

されています。 

  
▲色鮮やかなサツキの数々 ▲一点一点じっくりと眺める来場者 

  
▲会員自慢のサツキが並ぶ ▲見事に仕立てられた盆栽 

 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-06/satsuki.jsp 

（心を癒す色鮮やかなサツキ） 

  （大震災から 3 か月 鎮魂の一日）  

【2011 年 6 月 11 日】 

 日本大震災から３か月を迎え、癒えない悲しみをこらえ、手

を合わせて犠牲者への鎮魂の祈りに包まれました。 

 原町区萱浜地区では「鎮魂祭」が行われ、神事の後、地震

発生時刻の午後 2 時 46 分黙とうをささげ、犠牲者の霊を慰め

ました。この後、サクソホン奏者坂田明さんが一音一音に祈り

を込めてゆっくりと「浜辺の歌」を奏で、海岸まで響きわたる音

色に会場からは涙ぐむ姿もありました。 

 また、避難所になっている原町第二中学校の校庭では、約

1,700 個の手作りキャンドルで「フェニックス」が描かれ、犠牲

者への追悼と復興への願いを込めて点灯しました。 

   
▲厳かに執り行われる神事 ▲地域住民が参列 

   
▲地震発生時刻に黙とう ▲響きわたる鎮魂の音色 


