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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！  2011-06-15 05:49:58 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ac1a2e1827768e

09e3c90174113b3b2b 

梅は白加賀梅、宮城丸森産です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しそ葉は南相馬市原町区高平産

です。 

 

しそ葉はセシウムの基準以下で問

題はないようですが、梅が残念な

がら、出荷販売出来ないので、今

の所宮城、群馬産販売しています。

これからは、例年だと宮城蔵王の

白加賀梅が入ってくるはずですが、

皆さん梅漬けしてくれるでしょうか？ 和歌山の南高梅は売れ

ています。 

ただ、土らきょうが入荷が少なく、困っていますが、お客さん

にあまり聞かれもしないので、少し不安、ラッキョ酢は沢山仕

入れましたが、残りそうです。 
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南相馬市の市役所の市長の秘書課の方とお話しました。学校

給食の件です。学校給食に食材提供したいと当店にも問い合

わせを頂いております。そのことについて、いろいろ聞きまし

たので、紹介します。 

 

現在、給食数は教職員、生徒含めて、２７３０人（食）です。い

ろんな所から、炊き出し、食材提供のお話があるそうです。問

題？は全生徒２７３０食分を同じように提供していただけるなら、

お願いしたいと言うことです。 

各学校、学年、学級、だけという提供では、ダメだそうです。あ

くまでも、皆が同じように、一緒に食べられることが、前提にな

っているようです。 

これまで、１件だけ、２７３０食分に提供を受けたそうです。た

だし、３日間に分けての提供だったようですが、 

神戸のパン屋さんがメロンパンを提供したとの事です。 

 

たとえば、２７３０人分の、牛乳を提供したいから、牛乳１本１０

０円とすると、２７３０００円を現金で支援して、商品にして提供

することは可能だそうです。牛乳ではなくても、他の食材でも

良いとおもいますが。 

 

現在は、改善されつつあり、おかずも提供されているようです、

１食２００円で給食を作らなくてはならないようですから、作る

方たちも大変だと思います。給食費は徴収していないので、

市からの資金だけですし、そもそも鹿島区の給食センターの

製造能力は１３００から１４００食分だそうですから、２７３０人分

の提供は難しく、現在の提供状況にならざる負えないとのこと

です。 
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現金書留、夕方届きました。給食センターではメークィン芋を

納入してほしいと、連絡がありましたので、明日、手配したいと

思います。多くの方が南相馬市の小中学生を心配してくださ

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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っています。有難いことです。今通っている鹿島区の地域と原

町区の地域内の学校の放射線量はそんなに変わりがありま

せんし、年間の量でも問題ないと聞いています。ただ、緊急

時避難準備区域の為だけで、子供たちは不自由な生活をお

くるはめになっています。 

 

国から見れば、緊急時避難準備地域だから、１５歳以下の子

供と介護を要するお年寄りは、ここから出なさいという事だか

ら、ここで生活することに、責任は持たないと言っているような

感じに思えてしまいます。 

だから、学校の事まで、責任は持たないと、勝手にやれと言

われているようですね。 

政府や国会があんなんだから、被災地の本当の事情など分

かるはずもないでしょう。 

庶民派？、管総理にしても、こんなもんです、野党時代は威

勢がよかったのに、どうなってしまったんでしょうか？ 権力を

持ったんだから、自分の理想とする政治を目指してきたのな

ら、今こそ実現できるはずだったのに、 

準備不足だったようですね。 

去年の参院選挙前の消費税値上げ発言から、始まり、そこで

管さん終わってしまったようです。民主党が衆議院選挙で公

約していた、民主党政権のうちは、次の選挙までは、消費税

問題の検討はするが、上げるような事はしないと、鳩山さんが

よく言っていましたが、管さんがいともあっさりと撤回し、参院

選挙に負けたけど、当たり前ですよね、公約違反なんだから、

国民は誰も信じなくなりますよね、そして、今度の原発事故の

情報隠しの件、やっぱり信じられないですよね、一度信じられ

なくなってしまった政府が何をしようとも、国民が支持するは

ずがありません。 

管さん、やっぱり総理の器では無かったようです。残念です

が、人にはもって生まれた役割があると思いますが、今の日

本の総理、一年総理の皆さんは、やるべき役割が違ったよう

ですね。党内をまとめられない人が、国をまとめるのは、引っ

張っていくのは、難しいですよね。残念ですが。 

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

鹿島中学校美術部鹿島中学校美術部鹿島中学校美術部鹿島中学校美術部ののののスプレーアートスプレーアートスプレーアートスプレーアート    

ゆっ太郎 (2011.06.15 09:00) 

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/3205.html 

 

め組 JAPANというチームがあります。 

（URL：http://maketheheaven.com/megumijapan/） 

瀬戸内海、香川県の小豆島に本部を置く NPO法人 MAKE 

THE HEAVEN（URL：http://maketheheaven.com/）が被

災者への救援活動、被災地の復興活動を全面的にサポート

していくことを決め 3.11 に発生した東日本大震災による大き

な被害を蒙った地域のひとつ宮城県石巻市を拠点に活動し

ているチームです。 

 

め組 JAPAN の皆さんは相双においても震災に遭われた被

災者の方々への支援・復興のためにこれまでにも何度も活動

をしてくださっています。 

 

今回は、東京電力原子力発電所から 30km 圏外で学ぶ相双

の明日を担う中学生へめ組 JAPAN チームメンバーの

yasuki さん、みぃやさんが原町青年会議所（田中 章広 理事

長）とスプレーアートパフォーマンスのイベントを開催してくれ

ました。 

 

南相馬市立鹿島中学校の美術部（顧問：菅野 富也 先生）の

生徒さんへ自己紹介と挨拶の後、yasukiさんのパフォーマン

スが始まります。 

  

参加した美術部の生徒さんたちも無雑作にスプレーを吹きつ

けているように見える yasuki さんの手元から目が離せませ

ん。 

工程をはじめから見ていてもできあがりの想像がつきません。 

 

yasuki さんのスプレーアート作品完成と同時に生徒さんから

喚声があがります。 
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yasukiさんのスプレーアート作品。 

 

 

 

パフォーマンス披露の後は、美術

部の生徒さんたちへ yasuki さん

からスプレーアートのレクチャーが

あり一緒にひとつの作品の制作に

かかります。 

 

  

顧問の菅野先生と生徒さんたちはそれぞれ思い思いに惑星

を描き自分たちで描いた惑星にスプレー缶のフタを伏せ

yasuki さんが中央に地球を描いたら上から最後の仕上げの

スプレーを吹つけます。 

  

参加した生徒さんたち全員で自分の描いたフタを持上げ作品

の完成を確認します。 

  

鹿島中学校、美術部の皆さんを代表して yasuki さんへ部長

さんから、「今日は参加できてほんとうに良かった」とひと言の

中に、作品を体験できた感動のこもった挨拶がありました。 

 

yasuki さんと、鹿島中学

校美術部の皆さんで制作

したスプレーアート作品で

す。 

 

め組JAPANの yasukiさ

ん、みぃやさんと原町青年

会議所の皆さんは今日（6/15）、南相馬市原町区の南相馬ジ

ャスモールのアーケードにおいてスプレーアートパフォーマ

ンスを披露します。 

AM10:00から準備を始め、完了次第の開始となります。 

鹿島中学校美術部の皆さんと同じ感動をわかちあいたい方 

ぜひ作品の完成に至るプロセスをご覧下さい。 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

［yasukiさんのブログ］：yasuki world 

  （URL：http://ameblo.jp/sprayartistyasuki/） 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
############################################# 

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月１５１５１５１５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  

2011-06-15 17:46:53  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10924055967.html 

今日も一日お疲れ様で

した  今日はいいお天

気でしたが暑くもなく、

と～っても過ごしやす

い一日でしたよ 

 

そんな過ごしやすかっ

た本日の活動者数は 

６１人 （県内２７人 県外３４人） ニーズ件数 １０件でした。 

９時の受付の時点で５０人・・・ 何とも寂しい始まりでした 

やっぱり、ガレキの撤去や泥出し作業が無いと少なくなってし

まうんですかねぇ・・・ 

屋内作業にも是非来ていただけるとありがたいです 

来て下さったみなさん、どうもありがとうございました 

 

明日６月１６日（木）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！！ 

 

☆活動件数 ８件 ５５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 仮設住宅の家具の組み

立て 避難所の運営補助 等となっております。 
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注）あくまで６／１５（水）に受けた件数です。翌日６／１６（木）

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。 

原町区のガレキの撤去・泥出し作業がすべて終了したわけで

はありません。 

明日の天気は晴れのちくもり最高気温は２２℃ 

明日も過ごしやすい日になりそうですね 

*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;:*☆*:;;;: 

 

ブログの効果か 

メッセージノートに書

きこみが 

о(ж＞▽＜)ｙ ☆ 

 

書いてくれてありがと

うございました 

ひとつ紹介させてもらいますね 

 

９５年の震災の際は、東北の方々からも多くのご支援、励まし

をいただきました。 

あの時の感動・感謝は忘れることはありません。 

南相馬市も必ず復活します！！ 

頑張りすぎず、ゆっくり、ゆっくり進んでいってください。 

見守っています。 

                    神戸市民 さん 

阪神淡路大震災を経験された方なんですね。 

経験したからこそ分かる事ってあるんでしょうね。 

今の私たちは先が見えず不安の中にいます。 

神戸は復興しました。 

南相馬市も絶対復活します！ 

神戸市民さんが言うように、ゆっくり、ゆっくり進んでいきます。 

メッセージありがとうございました 

 

メッセージノートは 

受付を入って左側にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

今までは黒いペンしか

無かったのですが 

カラフルなペンを置い

たので色んな色を使っ

て自由に書いてくださ

いね 

楽しみにしてま～す 

 

 

 

 

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

お待たせしましたぁ～紹介コーナー 今日はコチラの方です 

 

４／９より静岡県富士市から

来て長期に渡って活動してく

ださっている 通称 寮長さ

んです 

見かけた事がある人もいるの

ではないでしょうか 

 

以前小学校の先生をやって

いたこともあり初期の頃は寺

子屋の運営に携わってくださ

いました。 

現在はマッチングのスタッフとして活動してくださっています。 

 

ちょっと質問してみましたよ 

Q. どうしてきてくださったのですか？ 

A. 世界の平和を守るため！ 

Q. 南相馬のみんなへひとこと 

A. 南相馬よ南相馬たれ 

寮長さんらしい答えですね。 

むずかしい・・・ そして深い・・・ 

この一言に色んな思いが込められているんですね 

いつもみんなのために一生懸命活動してくれてどうもありがと

うございます 

明日も何かの紹介ができるように頑張りま～す 

それではみなさん、明日もよろしくお願いします 

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


