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見直見直見直見直しししし((((汗汗汗汗))))        
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-10921643357.html 

2011 年 06 月 12 日(日) 23 時 43 分 31 秒 

こんにちは、キャナです。 

お久しぶりです。 

 

この何日間か、私の脳内の中身が空っぽでした。 

はやく皆に会いたいなあ。 

どーでもいいことですが、自分のブログを見直してみて思い

ました。 

……性格、悪い…… 

しかも文章能力とかけ離れすぎてます、私 

こんなブログですみません。 変な(テンションな)ブログです

がよろしくお願いします m(_ _)m 

さて。 

昨日、今日(あれ？昨日の昨日って何ていうんだっけ…)と作

文作りに没頭してました。 

え？何の？ 

えっとですね…未来の自分へのお手紙。 

そこで改めて震災の日からのことを書いてるうちに何故か泣き

たくなりました。 

あんなに近くにいた友達ともう会えない。 

…あ～やめた。  多分、シリアスは私には似合わないんだと

思います(ネクラだけど) 

だから明るい話題を。 

本屋さんに行ったとき売り上げランキングが書いてあって何気

なく見てみました。 

一位 東日本大震災  の本 

郡山でも 

中には後世に伝えるために、という人もいるようです。 

皆が私たちを忘れないようにしてくれているようで少し、嬉しく

感じました。 

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

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１３１３１３１３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ブロブロブロググググ    

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！  2011-06-13 05:12:34 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2343978ce7ceb

ee58c086c1b12e1c938 

昨日、息子が北海道から帰ってきました。嫁のナオちゃんと孫

の釉月に会いに行ってきました。いまだに安定しない原発、

放射線の為に避難しているので、遠距離生活になっています。

たぶん、多くの若い家族も同じような状況での生活をしている

ことでしょう。知り合いのある家族もお父さんは原町で仕事（原

町区に家がある）、長女は鹿島区の奥さんの実家から中学校

へ、奥さんと下の子供達は仙台（避難貸家へ）、奥さんは放射

線が、小さい子供達に良くないと考えての仙台生活を選んだ

ようです。長女は学校の友達たちと離れたくないからと、実家

でおじいさん、おばあさんとの生活を選び、お父さんは仙台

勤務（単身勤務）だったが、原町勤務になってしまったので、

自分の家から通っています。 

奥さんや、子供達は奥さんの実家での避難生活をしていて、

父さん単身で南相馬市に残って頑張っている家庭、家族が多

いですね。 

放射線の問題と学校問題が一番ですね。原町区の学校の放

射線は決して他の（福島、郡山）地域より低いのだから、学校

再会しても良いと思うのですが、一方では老人介護施設が再

開しているようです、また一方ではある大きな民間病院が国

の規制で入院患者が受け入れ出来ず、経営的に厳しくなって

きていて、このままでは病院閉鎖？倒産？になってしまいそう

だと聞きました。ここに来て経営的にギリギリの状況になって

きている業種、企業、が多くなっているようです。 

 

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１３１３１３１３日夜日夜日夜日夜         2011-06-13 19:56:21 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/50cc6ee4dd38b6

e44f8faf7cdad69472 

震災後に、ある通販会社から商品を取り寄せました。普通に

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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宅配されました。その商品が気に入ったので、また電話で注

文しました。２週間たっても着ません。前回はすぐに来たのに、

おかしいと思い、電話をしたら、そちらには配送できないと言

い出しました。その業者は九州の福岡の企業です。商品は家

庭用品です。なぜなのか、以前は配送しているでしょ、と言い

ましたが、良く聞いてみると、福岡の大手宅急便の営業所が

福島県の南相馬市には商品の配送を断っているので、当社と

してもお送り出来ません、とのお答えでした。なぜ？前回は来

たのに？今になって配送できないとは、南相馬市は配送して

回っているのに、理解できません。何がおきているのか。 

 

当店に梅が入荷してきました、和歌山の南高梅、群馬の白加

賀梅、宮城丸森の白加賀梅、残念ながら地物の梅は出荷制

限の為、今はまだ扱えません。明日はしそ葉が入ってくる予

定です。いよいよ梅漬けの季節ですが、今年はどうなるでしょ

う。梅漬けされる方がどれだけいるか心配ですが。 

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

自滅自滅自滅自滅    ・・・・・・・・・・・・    持持持持たなくてもよいものをたなくてもよいものをたなくてもよいものをたなくてもよいものを    持持持持ったがゆえにったがゆえにったがゆえにったがゆえに    

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みんなでなんとかすっみんなでなんとかすっみんなでなんとかすっぺぺぺぺ    ！！！！！！！！        

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。  2011-06-13 10:12:04  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/895d2

5a83a9dae456ccc2fc4a0b1b558 

 

故・坂村真民さんの詩に 

 

捨 

・・・ 

歴史を見てみるがいい 

民族も国家も個人も 

みな繁栄のために滅んでいる 

持たなくてもよいものを 

持ったがゆえに自滅した 

・・・ 

やがては地球最大の危機がやってくる 

捨こそ世界平和の鍵である 

とあります。 

 

また ９日 

スペインの国際的な賞を受賞した作家の村上春樹さんは 

授賞式のスピーチで 

東京電力福島第一原子力発電所の事故について触れ 

 

広島と長崎に原爆を投下され 

唯一の被爆国となった日本としては 

「 核に対する『ノー』を叫び続けるべきだった 」 

と述べるとともに 

「 私たち日本人自身がみずからの手で過ちを犯し 

みずからの国土を汚し 

私たち自身の生活を破壊している 」 

と述べています。 

 

いま このお二人の言葉は ・・・ 重い。 

 

反省反省反省反省    ・・・・・・・・・・・・    ちょっとちょっとちょっとちょっと論評風論評風論評風論評風にににに        2011-06-13 15:03:02  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/062dc

dc10ceb5d435d49be3c4245ab4e 

 
いま われわれ地球上は 

全体をあげて 

物質文明・科学主義です。 

 

この科学技術文明は 

たしかに われわれの生活を 

豊富 便利 快適なものにしてくれており 

それなればこそ 人々は 

この科学文明を謳歌してきたわけですが 

 

しかし しかし じつは 

この科学時代の真只中に 
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すでに地球全体規模における 

欠乏 破壊 絶滅の危機が 

しのびよってきていたわけですね。 

 

そして その結果のひとつとして 

ただいま 原発事故で阿鼻叫喚 ・・・ です。 

 

科学者たちも これを予想すればこそ 

これについての対策を考え（？） 

科学技術さえ思いきり進歩させれば 

これを切り抜ける途（みち）があると思って 

努力してきた（？）のでしょうが 

 

しかし しかし 

みての通りのテイタラク ・・・ です。 

 

問題の根本は 

そのような科学の進歩によって解決されるものではなく 

かえって 

今の 今からのわれわれの 

物質文明や科学技術に対する考え方や態度そのものの 

反省のなかになければならぬ と思うのですが 

・・・ いかがなものでしょうか。 

 

「「「「前向前向前向前向きききき」」」」・・・・「「「「あきらめないあきらめないあきらめないあきらめない・・・・・・・・・・・・生生生生きざまきざまきざまきざま    

2011-06-13 17:00:17  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/b112f

081cd5850b64c64c5effb88c705 

 

常に前向きに 

絶対にあきらめずに生きてきた ・・・ つもりです。 

 

いま私は ７０歳を過ぎて 

一見おだやかになり 

争うことなどはなくなりました。 

でも 喧嘩を売られますと 

やはり 買わざるをえないだろう ・・・ と思っています。 

 

こんな馬鹿げたことを書くくらい 

「前向き」と「あきらめない」は 

何歳になろうが 

人生の最高の生きざまだ ・・・ と 

私には思えて仕方がないのです。 

 

まさに 「負けてらんにぇ！」 ・・・ です。 

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

震災震災震災震災 3333 ヶヶヶヶ月月月月のののの～～～～鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂～～～～        ゆっ太郎 (2011.06.13 11:56) 

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/3197.html 

東日本大震災から3ヶ月となる6月11日津波による被害の大

きかった南相馬市原町区萱浜（かいはま）地区で神式による

東日本大震災犠牲者鎮魂際が執り行われました。 

  

協力は、福島県立博物館（後援）・神道青年会相馬市部・社団

法人原町青年会議所 

  つながろう南相馬・南相馬市市民ボランティア・南相馬市 

 

斎主は南相馬市鹿島区の男山八幡神社 西 道典 宮司が務

められ副斎主に南相馬市小高区、小高日鷲神社 西山 典友 

宮司。 

祭員として、大麻所役に熊本県天草から志岐八幡宮 宮崎 國

忠 宮司。 

玉串後取に相馬郡飯舘村、綿津見神社の多田 仁彦 宮司。 

進行は、福島県立博物館 森 幸彦 さん。 

   
この地区で大切な家族を亡くされた方々の参列の中震災と津

波の被害に遭われた多くの御霊のために祝詞奏上、玉串奉

奠し震災発生の 14:46、黙祷を捧げ世界で活躍されるサック

ス、クラリネット奏者の坂田 明さんが鎮魂のサックス演奏をし

ていただきました。 
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津波による被害が大きく、未だ瓦礫が散乱し集落のあった場

所の名残は敷地の基礎部分だけの式典斎場で坂田さんの演

奏された曲は童謡の「浜辺の歌」。 

力強くやさしい音色が、3.11 以前はこの場所から見えるはず

のなかった浜に向かって響きます。 

坂田さんは、この鎮魂祭前には東京電力原子力発電所災害

のため立入りが禁止されている 20km 圏のラインから南相馬

市より南の双葉郡の海に向かって、犠牲になられた方々へ 

また、鎮魂祭を終えられてからは南相馬市内の避難所となっ

ている中学校でも演奏をしていただきました。 

 「音楽は祈りです。  私にできることは犠牲になられた方々

へ祈ること。  ここに来ることができてよかった。」 

と話していただいた坂田さん。 

twitter上では、篠原 勝之 さんがつぶやかれています。 

 「彼は３・１１の直後、新宿の地下酒場で追悼のメロディーを

謡いあげていたんだ。 

  サカタのジャジーな生音は心の奥まで染み込んで来る

ぜ！」 

鎮魂祭終了後は、家族を亡くされた御遺族の方々とお話され

ていました。 

 

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

おかげさまでおかげさまでおかげさまでおかげさまで「「「「真野小学校真野小学校真野小学校真野小学校」」」」ががががキレイキレイキレイキレイになりましたになりましたになりましたになりました！！！！        

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  

2011-06-13 21:57:27 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10922574540.html 

  津波の被害を受けた「真野小学校」のガレキ撤去は、大勢

のボランティアの皆様のご協力により、作業完了しました。 

  

 ６月１日に作業を開始し１２日までの間、計６日間で延３５２名

ものボランティアさんが駆けつけてくれました。重機を提供い

ただいた方々も・・・！ 

⇒  

⇒  

 

 校長先生のお話によると、震災によりできなかった卒業式を、

７月に予定しているとのこと。 

 ボランティアの皆さんに綺麗に片づけていただいたおかげ

で、卒業生が巣立った学び舎で、「本当におめでとう！」と言

えると話されていました。 

  

     ご協力ありがとうございました！ 

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

【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】】】】        （H23.6.14 9:00 現在） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/syozai.jsp 

◎自宅に戻られた方は連絡をお願いします 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故によ

り避難されていて、避難先から自宅へ戻られた鹿島

区・原町区の方（一時的な帰宅は除く）でまだ市に連絡

をされていない方は、電話もしくは携帯電話からの入

力フォームで連絡をお願いします。 

電話番号  0244-23-2180（安否ダイヤル） 

携帯電話からの入力フォーム 

https://www.shinsei.elg-front.jp/fukushima/uke

tsuke/iform.do?id=1306283805650 


