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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１６１６１６１６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！  2011-06-16 05:17:45 

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

09e3c90174113b3b2b 

頑張っています自衛隊の皆さん、任務とはいえ、毎日、毎日、

警戒区域の中へ行っているようですが、瓦礫処理に行ってい

るようです。 

そんな、自衛隊に感謝をこめて、炊き出しをしようと、温かい

食事を食べてもらおうと、ある人たちが実行しようとしたようで

すが、協力する人たちが増えてきて、マスコミも取材させて欲

しいと言って来たりしていくうちに、 

そういった行為を違う見方をする人たちもいるようで、なぜ、人

を助ける役割の自衛隊が炊き出しを受けなくてはいけないの

か とか、マスコミの取材を受けて売名行為みたいだとか、い

ろいろな話が出てきてしまい、最後は自衛隊のほうから辞退し

たいと連絡があり、残念ながら炊き出しが無くなったようです。 

最初は単純に感謝の気持ちから、考えた事が、なかなか良く

伝わらない、実行できないことが残念です。 

 

最初から大きな事をしようとすると、いろんな波風がたつようで

す。 

最初は小さく、少しづつ、地道に、行動、実行していく方が、

良いのかな？ 

本当に、感謝され、役立つ、明るくするような活動をしていき

たいものです。 

 

福好再見 いろんな方たちから、声をかけて頂いているようで

す。若いメンバーばかりなので、戸惑いもあるようですが、地

道に、あわてないで、活動してくれることを、願っています。 

２５土、２６日は横浜で福好再見です。 

 

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１６１６１６１６日夜日夜日夜日夜         2011-06-16 19:23:02 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/02f7e671b3be66

2a27e349382528c2f1 

鹿島区の給食センターに頼まれた、支援物資のメークィン芋

を届けてきました。 

  

今は、新じゃが芋なので、少し高いのですが、（１箱１０ｋで３０

００円）４箱納めてきました。 

配達した時間が１１時頃だったので、栄養士さん、調理師さん

達、忙しく働いておられたので、お話は出来ませんでしたが、

納入の件はわかっておられました。 

道路を挟んで、向かいに鹿島中学校があります。 

 

その学校のグランド（運

動場）に仮設校舎の建

設が始まっていました。 

いったいいつまで、子

供たちを狭い所に閉じ

込めておくつもりなんで

しょう。 

これまでは、各学校まで保護者が子供達を送り迎えし、学校

からバスで鹿島区へ通学していましたが、中学は子供たちが

家から学校まで自分で歩いて行くことになったようです。 

 

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

少少少少しずつしずつしずつしずつ、、、、一歩一歩一歩一歩ずつずつずつずつ。。。。よんよんよんよん歩歩歩歩めめめめ    

ゆっ太郎 (2011.06.16 11:00) 

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/3224.html 

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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少しずつ、一歩ずつ 

相双は、3.11以前の日常を取り戻そうと歩んでいます。 

 

実施の課題や、効率への指摘を受けながらも各市町村行政

職員の方々の震災からの力添えにより警戒区域とされ立入規

制のかけられた地

域への一時帰宅も

順次行われていま

す。 

震災被害の大きか

った地域も仮設住

宅の建設が進み、

入居も開始されま

した。 

 

震災後の東京電力原子力発電所災害から一時避難となり、休

業を余儀なく続けさせられていた商店・飲食店も、次々に再開

してくれています。 

南相馬市原町区の人気ラーメン店の 1店。 

尚ちゃんらーめんも、営業準備を始めたと情報を寄せてもら

いました。 

 

【相双ビューロー】：ちゅうかや 尚ちゃんラーメン 

（※相双ビューローの掲載情報は、2011年 3月 11日以前の

情報となります。） 

  

営業再開の日は、今のところ近日中としか言えません。 

当初は、ランチタイムのみの営業として夜と、土日を休む予定。

メニューもしばらくは限定させてもらうことになりそう。 

と、店主さん。 

 

 

 

 

 

木耳肉・生姜焼・

野菜ラージャン。 

手づくりギョーザ・

チャーハン・味噌

ラーメン。 

尚ちゃんらーめん

の再開を待ち望ん

でいた方は少なく

ないはずです。 

再開日、はっきりしたら行って来ます。 

   

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

◆ちゅうかや 尚ちゃんラーメン 

福島県南相馬市原町区大木戸字八方内 116-3 

TEL：0244-22-4113 

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

 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月１６１６１６１６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  

2011-06-16 17:49:57  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10924990173.html 

今日も一日お疲れ様でした 

 

今日は太陽が見え隠れして

いましたが涼しくて気持ちの

いい一日でしたよ 

 

そんな気持ちよかった本日

の活動者数は 

７３人（県内２８人 県外４５

人） 

ニーズ件数 ７件でした。 

 

昨日よりも沢山の方に来てい

ただき嬉しい限りです 

どうもありがとうございました 

 

明日６月１７日（金）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 ９件５０人程度のボランティアさんが必要です。 
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☆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 となっております。 

注）あくまで６／１６（木）に受けた件数です。翌日６／１７（金）

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。 

 

明日の天気はくもり時々雨  最高気温は２０℃ 

肌寒くなるかもしれませんね 

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 

 

今日は方言編です 

みなさんかなちょろって知ってますか？ 

突然草むらから出てくるとビックリしますよね 

私は苦手なんですよぉ・・・ 

 

えっ  わかりませんか 

かなちょろ ですよ 

 

かなちょろ＝小さいトカゲ の事です 

 

トカゲにも色々種類があると思いますがその辺に出てきたの

はすべてかなちょろなんですよ～ 

 

みなさんの所では変わ

った呼び方するものあり

ませんか 

あったら教えて下さい

ね 

 

それでは明日もよろしく

お願いします 

 

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

【【【【    求求求求めるめるめるめる救援物資救援物資救援物資救援物資とはとはとはとは？？？？    】】】】    

ヨシユキ副園長 よつば青雲ブログ 2011年 06月 15日 

よつば保育園ヨシユキ副園長が、青雲の志で保育を綴る! 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/201023002.html 

救援物資について 

…最近救援物資やボランティアが現場まで行き届いていない

という話をよく聞くようになりました。 

なぜでしょう？？ 

しかもボランティアセンター等では、個人からの救援物資をお

断りしている自治体も多いと聞きます。 

センターで仕分けをされている方に聞くと、単位がバラバラで

仕分けるのが大変なのと、それを避難所に振り分ける際物資

の内容によって手間がかなりかかるとのことです。 

つまり、お年寄りが多い避難所ならばお年寄りに必要な物資

を、乳幼児が多い避難所ならば乳幼児が必要なものを必要な

数だけ仕分けて割り当てるという作業は思ったより大変なんで

すね。 

企業からの物資ならばある程度まとまっていることもあり分類・

仕分けして割り当てることも時間がかからないで済みますが、

個人からのものだとそれがまちまちなのでしょうね。 

それに、支援の数量によっては、全体に行き渡らない数量だ

と断られてしまったりします。 

それは“平等に”というのが根底にあるからです。 

「全員にいかないのであれば要りません」といって断られてし

まう 

オールオアナッシング…とも言うべきこの考え方…はたしてこ

のような緊急事態でも正しいのでしょうか？ 

もっとうまくやる方法はないのでしょうか？ 

例えば、100人の分であれば、50人分を二人の支援者で、と

いうことはきっとできるはずです。 

あとは、やろうとするか、やらないか、だけのことと思います。 

また、『支援は義援金でお願いします！』と言われることも多

いようです。 

なるほど、要るか要らないかわからないものを渡すよりも、お

金なら好きなものを買えます。 

…でも、義援金だと、自分が支援したい方に必ずしも届くとは

限りませんし、 

お互いの“顔が見えない”という…なんか“思いが伝わりにく

い”こともありますよね。 

ですから、やはり物資で支援したい方も数多くいらっしゃると

思います。 

つまりは、個人的に支援したいと思っている方は数多くいらっ

しゃるけれど、 

どこに送っていいのか？ 

どんな物資を必要としているのか？？ 

どのくらいの量を送ったらちょうどいいのか？？？ 
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そういうことがわからなくてその入り口を探している方がこの世

の中に数えきれないほどいるんじゃないかって最近強くそう

思うのです。 

先日、石垣島から物資を届けに来てくれた高木オーナーも言

っていました。 

『自分たちの気持ちを届ける場所を探していた』と。 

そう、探しているんですよ。 

困っている人を支援したい思いを持っている人はたくさん、た

くさんいるけれど、実際は現場にその思いがなかなか届かな

いのです。 

それで、現場は現場で困っている…けれど行政の支援はほと

んどない…。 

そう考えると、困っている方はやはりピンポイントに救援物資

を届けていただくことを考え、工夫する必要があるということで

すね。 

でないと、届きません。 

困っている方は、『困っています！』とみんなに知ってもらうこ

と。そこが一番大事なことだと思います。 

それを恥ずかしいと考えて困っていないふりをすることは、逆

に、困っている人を助けたいと思って探している支援者の好

意を無にすることになるのではないでしょうか？ 

『困っているから助けてよ～！』そう素直に申し出ることができ

るなら、きっと全国からそれを助けようとする方が数えきれな

いくらいに手を挙げるでしょう。 

 

…ですから、原発により南相馬市原町区本園で保育園ができ

ず、やむを得ず鹿島区で独自に地域の公民館を借り、行政の

支援もない中で、子どもたちに安定した給食を提供しながら

臨時保育園を開いている我々も素直に『 困っているので支

援してください。』と言うことにします。 

皆さんのせっかくのご好意を無駄にせず、子どもたちの健や

かな成長に、そして未来につなげられることができれば、きっ

と皆さん一人ひとりの思いが、子どもたちの体の栄養・心の栄

養となって将来の夢や希望につながっていくことになるのだと

確信します。 

故に、皆さんのご厚意はありがたく受けさせていただきます。 

最近は、私の知り合いだけでなく、知らない方からもよく声を

かけていただきます。 

『何か必要なものあったら、送るから遠慮なく言ってね。無駄

にならないものを。』と。 

そこで、こちらとして支援していただけたら大変ありがたいも

のを述べさせて頂きたいと思います。（勝手ながら…無駄にし

たくないので） 

★求める支援★は、【健康な生活を送るための物資】と【心の

健康につながる支援】に大別されます。 

 

【 健康な生活を送るための物資 】 

※給食を継続して提供していくための食材 

…今現在は、たくさんのご支援により食材が集まりましたので、

物資のご提供を一時ストップしております。必要になりました

らまた告知します。 

※屋外での炊き出し支援は、現在受付しておりません。 

 室内でできるものに関しては、内容により受付する場合があ

ります。（幼児が食べるものなので） 

※お菓子類につきましては、なるべく駄菓子系ではなく、子ど

ものおやつに与えて良さそうなものをお願いします。 

※ 玩具類・絵本類・衣類については現在受付しておりませ

ん。（かなり支援頂いたため） 

 

【 心の健康につながる支援 】 

大きな避難所などでは毎日のようにやっているところもありま

すが、 

※音楽コンサート・ミニライブ・合唱・合奏など、 

…みんなで歌ったり踊ったりして、楽しく元気が出る音楽的な

もの 

※各種教室（折り紙・紙ヒコーキ・マジック・バルーンなど） 

ご提案いただければうれしいです。幼児でも楽しめるものを。 

ご注意①：３園合同で保育していることもあり、出演料・交通費

を支払うことができません。 

 100％ボランティアとしておいでいただければと思います。 

ご注意②：ボランティアにつきましては、月２～３回を上限にし

ております。 

 ６月の受付は終了しました。なお、曜日は水曜日～金曜日

でお願いしています。 

以上、あくまでこちらの希望としてご理解いただけたらありが

たく思います。 

必要なものを、必要な時に、必要な人に皆さんのご厚意に改

めて感謝致します。。 

救援物資等のご提供をお申し出の方は 

meros80@ezweb.ne.jp 

にメールでまずはご一報くださいね。 

 

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

編集より 長岡市の南部体育館避難所等の南相馬市民の方

は今日でそれぞれ次の場所に移られますが、復帰への一歩

となられることと信じております。長い体育館生活お疲れ様で

した。 

 


