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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１４１４１４１４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！  2011-06-14 05:26:24 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/97805ad9149e2d

def8ff5cfd06fbe772 

線量計、たまに、周辺を測っています。今の所、異常に値の

高い所には出会っていません。前に測った雨水の溜まってい

る土が２．５マイクロシーベルトでしたが、店の周りは通常０，１

１から０，１５ぐらいです。 

ただ、南相馬市の一部地域、大原の方かな？山の近くは値が

高いようで、今後どうするか検討に入るようです。一部地域の

住民への説明会があると聞きました。 

 

原発をみんな止めて、火力が増えると、電気料金が各家庭で

毎月１０００円ぐらい多く負担が増えるようです。 

月１０００円、年１２０００円 それで本当に原発の危険、放射線

の恐怖が無くなるのなら、高くはないような気がしますが、どう

なんでしょうか？ 

 

南相馬市の桜井市長が今年の１２月までに、この地の復興案

を造るそうです。それまでに多くの人の意見や要望などを聞

きながら検討していくようです。 ピンチをチャンスに変えるよ

うな思い切った、大胆な発想が必要ですよね。雇用を生み出

すことが一番ですが、どうなるでしょうか。 

 

福好再見 おかげさまで、多くの方に指示されているようで

す。 

義援金に拠出するだけでなく、もっと違う形で貢献できないか

を考えているようです。 

気づく、考える、行動する、結果はどうあれ、何事も経験するこ

とは良いことです。 

 

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１４１４１４１４日夜日夜日夜日夜         2011-06-14 19:28:06 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/10fc73c78dc3dd

efdb904e2625afc589 

福好再見 横浜へ ６月２５、２６日に横浜球場の周りで、復興

イベントがあるそうで、横浜１１の招きで、福好再見チームも出

店するようです。 Ｔシャツ販売はもちろんですが、南相馬市

ゆかりの食品や商品も持って行くようです。いろんな所から声

をかけて頂いているようで、活動の範囲が広くなりつつありま

すが、面白そうで、ちょっと羨ましいですね。 

 

福好再見チームの周りでも、学校給食事情を心配して、何と

かならないかと言う声が多くなっているようです。 

今はまだ、どうしたらいいのか、具体的にはわからないので、

学校の先生に聞いてみようと思っているようです。 

自分達から見れば、後輩たちが厳しい環境の中で学校生活

を送っているを見ているのが忍びないのか、何とかしてあげ

たいという気持ちが皆の中にあるようです。 

 

いよいよ、お米が無くなるので、相馬農協のお米を市場から

頼んでもらいました。当店の今年分のお米の半分が今まだ警

戒区域の中にあるので、取りには行けません。来年はモチ米

を確保することが、悩みです。お米はあるようですが、モチ米

は飯舘が多く作っていましたが、今年は絶望ですから、さあ、

どうしましょう。 
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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。  2011-06-13 10:12:04  

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

5a83a9dae456ccc2fc4a0b1b558 

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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最近とくに 

周りの方々の優しさと 

「絆（きずな）」の一文字が気になっておりました。 

 

そんなこともあって 

今朝 気功を指導する中で 次のようなハナシをしました。 

 

避難生活が長びくにつれ 

先々の未透視が ますます不透明になるにつれ 

とくに 原発事故で避難する我々の心は 

もしかすると ・・・ 

だんだん 頑（かたく）なになってきている 

・・・ のではないだろうか。 

 

この難局をのりきるための大きな力が 

「絆（きずな）」であるのにもかかわらず ・・・ です。 

 

「絆」を深めてゆこうとするならば 

お互い自身の間柄のことでもあり 

一寸の半分の五分五分のところまで 

心の糸がのびるよう 手をうたねばなりませんね。 

 

糸偏（いとへん）に半分の半をもって 

・・・ 「絆」とするのですから。 

 

あい譲り合う相互扶助の精神が 

絆を より一層強め 

互いが 切っても切れない間柄にまでなれる ・・・ と思うの

です。 

 

せめて 

目を三角にせず 四角四面にならず ・・・ 

もっと もっと 

丸く 丸く 

やわらかく やわらく 

・・・ しましょうよ。 

 
一字一輪 ・・・ 「絆」 

 

字は一字でいい 

一字にこもる 

力を知れ 

 

花は一輪でいい 

一輪にこもる 

力を知れ 

 

・・・ 故・坂村真民さんの詩です。 

 

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

チャーハンチャーハンチャーハンチャーハン激激激激ｳﾏーｳﾏーｳﾏーｳﾏー    南相馬南相馬南相馬南相馬    あじくらあじくらあじくらあじくら    

CrosS (2011.06.14 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/3146.html 

こんにちは～!!CrosSです 

 

CrosS最近、酷い風邪をひいてしまいました…（完治済み） 

季節の変わり目には、なんとも弱いです・・・ 



 南相馬ブログ新聞 平成 23 年 6 月 15 日(水)第 69 号  

 3

元気を取り戻す為、美味しいチャーハンが食べられるという、 

南相馬市原町区にあります「あじくら」さんに、お邪魔してきま

した 

  

お店に入り、メニューより先に「ママ」さんへのメッセージが書

かれた張り紙に気付きました。 

大震災後、一生懸命なママさんを沢山見てきました。 

CrosSの母もまたその一人です。 

この張り紙を見て思った事・・・CrosSは母にゆっくりしてもらっ

ているか？ 

今度は母に取材だと言い一緒に外食に行こうと思いました。 

 

脱線してる(ﾟдﾟ)笑 

それでは「あじくら」さんメニューのご紹介です 

   
CrosSは坦々麺セットを注文しました♪ 

胡麻風味のスープが絶妙で、なによりチャーハンは噂通りの

激( ﾟДﾟ)ｳﾏー 

大満足のランチでした 

 

頑張っている「ママ」そして「パパ」 

たまの息抜きに、美味しいお食事で休息を。 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月１４１４１４１４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  

2011-06-14 17:40:20  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10923147723.html 

今日も一日お疲れ様でした 

朝は雨が降っていましたが 

受付が始まる頃にはやんで、いいお天気になりましたよ 

 

そんな天気のよかった本日の活動者数は 

 １０５人 （県内２７人 県外７８人） ニーズ件数 ７件でした。 

 

屋外でのニーズがなかったにもかかわらず 

１００人以上の方に来ていただきました 

どうもありがとうございました 

 

明日６月１５日（水）の募集内容ですが 

明日も屋外のニーズはなく屋内での作業のみとなります！！ 

 

☆活動者数 １０件 １１０人程度のボランティアさんが必要で

す。 

☆活動内容  流出物の洗浄・展示 避難所の運営補助 物

資の仕分け 日用雑貨の袋詰め・食器棚の組み立て 仮設住

宅の物資搬入 となっております。 

明日は屋外の作業はありませんが沢山の方の力が必要です 

多くの人が来てくれるのを期待しています 

注）あくまで６/１４（火）に受けた件数です。 

  翌日６/１５（水）に新たに依頼を受け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。 

  できれば早い時間に受付していただけるとありがたいで

す。 

  どうかご了承ください。 

 

明後日以降の屋外作業については当ブログで報告いたしま

すので確認してからお越しいただければと思います。 

明日の天気は晴れ最高気温は２０℃ 

明日も過ごしよさそうですが 

熱中症対策のため、水分・塩分は持ってきて下さいね 

 

☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*ﾟ ゜ﾟ* 

 

楽しみにしている人もいるのかな 

最近お休みしていた 
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紹介コーナー 

今日はコチラの方々 

 

連合福島 のみなさんです 

 

メンバーはその日によって変わるのですが 

先月から毎日のように来て 

ガレキの撤去・泥出し作業をしてくださっています。 

 

仕事が早くて丁寧なので依頼主様から『プロフェッショナルで

すね！』と言われたことも 

連合さんのおかげで沢山のニーズを終わらせることができま

した 

どうもありがとうございました 

これからももっと沢山の方、色んな事を紹介していけるように

頑張りますので 

楽しみにしていてくださいね 

 

それではみなさん、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】】】】    （H23.6.14 9:00現在） 

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

 

 ●南相馬市東日本大震災慰霊祭の開催について  

 

 市では、このたびの東日本大震災により犠牲になられた皆

様に哀悼の意を捧げる「南相馬市東日本大震災慰霊祭」を開

催します。 

 

 当日は、震災によって失われた方々の掛けがえのない尊い

命への慰霊と、全国からの様々なご支援に心から感謝すると

ともに、南相馬市の一日も早い復興に向けた新たな決意と誓

いの日とするものです。 

 

１．とき：平成２３年７月３日（日） 

午前１０時～午前１１時３０分（午前９時開場） 

 

２．ところ：南相馬市文化会館（ゆめはっと）大ホール 

 

３．ご参列にあたって 

1）ご遺族の皆様にご参列していただきますよう、ご案内状を

お送りいたします。 

 

2）会場の都合上、原則として各ご遺族２名様までのご参列と

させていただきます。 

 

3）平服でご参列ください。 

 

4）無宗教形式で行います。 

 

5）香料、供花、供物等はご辞退いたします。献花は南相馬市

で準備いたします。 

 

6）駐車場は、文化センター駐車場、原町保健センター駐車場

をご利用ください。駐車台数に限りがありますので、乗り合わ

せでのご来場にご協力願います。 

 

7）一般の方は玄関ロビーにてご記帳いただきます。 

 

【問合わせ先】 

男女共同こども課 （南相馬市慰霊祭担当） 

電話：0244-24-5215 

 

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


