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さった方々のおかげで今の自分達は平和に暮らせる事にな
ったんだなと、改めて感じています。
自分達はこうして平和な暮らしを手に入れたのに、未だに避
難所生活をしている同僚、知人もおり一日も早い原発の収束、
復興を願わずには居れません。
原発に関しては、これ以上の悪化が無いのはほぼ間違いな
いので時間の経過と共に収束に向かうと思いますが、問題な
のは収束後の除洗等が迅速に行われるのか警戒区域内にて
多発している空き巣被害等の補償をどうするのか今の国の行
動を考えると、原発の収束以上に大きな問題ではないかと感
じています。
原発はもはや時間が経てば落ち着きますが、警戒区域に設
定された地域に住んでいた人達の生活は時間が経てば経つ
ほど悪化して行くという事に国も気付いて欲しいものです。。。

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）等からの転載です。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
は個人の
個人の意見であり
意見であり公
であり公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
正式な
正式な指針は
指針は政府が出します、そ
政府
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、
今まで協力いただいた先（判明している所のみ）：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、

自分達のように見切りを付けられず、一日も早く帰りたいと願
って避難所で耐えている人達が居る事を訴える時期に来てい
るのかもしれません・・・

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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引っ越しの日
しの日が決まりました

東北の
東北の関西人
被災者と被災地で働く全ての人がまた普通の生活に戻れま
すように。 2011-06-17
http://ameblo.jp/morimarion/entry-10925997078.html

水槽増設ｗ
水槽増設ｗ

えび父
えび父さんの日記
さんの日記
このブログはえび父のえび父によるえび父の為の日記で
ある。 2011/06/16 23:22
http://ebi.tou3.com/Entry/62/

明日、引っ越す事になりました
長い間実家で居候させてもらっていましたが
今日でそれも最後

本日、チャームから水槽が届きましたｗ
神の声のお導きにより、９０×３０×３６水槽が仲間入りを果た
し夕方まで６０Ｒに居た住人達は引越しを完了しております。
幅が３０センチ広がっただけで、見た目って変わるもんです
ね～
魚たちも気持ち良さげに泳いでいて、嫁の機嫌もすこぶる良
さそうです＾＾
ついでに、空いた６０Ｒにコントロソイルと無印ソイルを入れて、
３０Ｃに居るミナミ達の転居先も作成
仕事よりもきつい作業となってしまいましたｗ
順調に行けば、来週末には当初の計画通り、ビー用として６０
Ｒ＋３０Ｃ ２本体制に出来そうです＾＾
もっとも、中に居れるえび達はあまり居ませんが・・・
引越し後、何とか生き残ってくれた子達を６０Ｒに入れて、３０
Ｃ ２本は当分の間く空回しになりそうです。

段ボール 3 個分の荷物を作ってクロネコで送り
あとの細々した日用品は車に積んで出発です
朝ごはん食べたら出発です
なんだか実家が寂しくなりそうで心残りですが
居候いなくなってまた以前の生活に戻るだけだし
親もすぐ慣れてくれるんじゃないかなと思います
本当にお世話になりました（お辞儀）
明日の晩からは京都での寝泊まりです
みんなが助けてくれた物資での生活です
大切に使わせていただきます
時間も大事に使って行きたいです

でも、福島にあのまま残っていたらこんな生活は考えられな
かったわけで それを思うと、なんとも複雑と言うか、これで良
かったんだなと、自分に言い聞かせてると言うか福島に居た
時にたくさんの方に応援してもらって、色んな形で支援して下

仮住まいですのでこれ以上あまり荷物は増やさずにでも不便
はなるべく解消して快適に暮らせればいいなあと思っていま
す
好きなものだけを最小限に揃えて生活出来たらステキだな
1

南相馬ブログ新聞 平成 23 年 6 月 18 日（土）第 72 号

これからの１年がいい１年になるかならなかは
私たち自身にかかっているんだと肝に銘じています
生活基盤がしっかりできたら
心も少しは強くなるかな…

低い声がでなくなりました。そろそろメゾ行きを覚悟しないとい
けないかもしれませんね(-_-)。
(それでもアルトがいいんですけどね)
…そんなことはさておき。
今の現状を少し。
郡山では今、他県に引っ越す人が多いみたいです。
何て言うか…悲しくなりました。
このまま福島離れされていきそうで。
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ライト君
ライト君、“誕生から
誕生から３
から３ヵ月"です(
です(｀∇´ゞ
∇´ゞ
第一子と
第一子と猫、時々 結婚＆
結婚＆コラム
大地震に臆する事無く、3 月 17 日無事に第二子が産まれま
した(≧ε≦) 2011/6/17(金) 午前 11:19
http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37654045.html
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お久し振りっす皆さん元気
でしたかー？
あの大震災があった 3 月
11 日から 6 日後の 17 日。
まだ日付が代わったばか
りの午前 2 時頃に病院へ
あれよあれよとその 2 時間
後の、まだ太陽が顔を出
す前に、我が家で二回目
の産声を聴くことが出来ま
した
照明は１／５程度、水はお
ろか、空調も無く換気設備も無く、お湯も出ない状態での出産
それでも元気に新生児とは思えぬ力強い産声をあげて生ま
れて来ました。
そんなライト君も今日で３ヵ月。
今回の大震災で亡くなった命がたくさんあって、でも我が家
みたいに新たに誕生した命もあって……。
言葉で伝えるにはちょっと難しいけれど、親としてはしっかりと
育てて行きたい、そんな思いです
相方もなかなか苦戦を強いられているようですが、今のところ、
泣き言も言わずに育児に翻弄しています
こんな時に産まれてきた大切な命。
その大切な命を紡ぐ為にも、今日も頑張る“オヤジ"でありまし
た

南相馬市から
南相馬市から６
から６月１７日朝
１７日朝 サイヤ社長
サイヤ社長の
社長のブログ
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！ 2011-06-17 05:20:11

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/9e1bd5ad18cf7
db2b332865d09eda348
福好再見 任意団体として活動を始めましたが、こらからが大
変です。
Ｔシャツ販売から始まり多くの方たちに買っていただいており
ますが、少し自信がついたのか？やりがいが見つかったの
か？さらなる活動を考えているようですが、問題は活動費、経
費ですね。
現状でも、大変そうですが、いろんな活動をされている方たち
と知り合いが出来ているようですが、その方たちが皆さんこう
いったボランティア活動、ＮＰＯ活動のベテランの方たちばか
りで、なかなかついて行くのが大変そうです。こういった方た
ちの活動費とか、経費など、またどこから補助金や助成金？
を頂いているのか？
活動していくにあたっての、ノウハウなどが知りたいようです
が。
そういった方たち多くが６０歳以上の方が多いようです。すごく
元気だそうです。
その方たちの話で、南相馬市の方たちに（何かして欲しいこと、
要望はありますか？）と聞いても、皆さん特に無いとか、大丈
夫とか、すごく遠慮深くて我慢してしまうのか、してもらうのが
悪くて言えないのか？なかなか本音を言われないと、だから、
こちらから、こういうのはどうでしょうか、こうしましょうか、こちら
とこちらどっちがいいですか、こうやりましょう、と聞いていくと
やっと本音がでてくるような状況だそうです。
皆さん人が良い、遠慮深い方たちばかりですね。と言ってい
ました。
本当に困っていることは、遠慮なく言って欲しいと、そうしない
と何も改善していかないと言っていました。
その為に活動をしているのだからと。
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日本の
日本のウィーン

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だけでも忘れないでいよう。
2011 年 06 月 17 日(金) 00 時 40 分 34 秒
http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10925674916.html

こんにちは、キャナです。
毎日、in 郡山生活をエンジョイしている私ですが。
やっぱり日本のウィーンは違うな。
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福島第一原発事故を受け 復興に向けた基本的な考え方を
福島県に提言する有識者会議・・・「復興ビジョン検討委員会」
（鈴木浩福大名誉教授を座長に 大学教授 医師 企業幹部
など １２名）は
基本理念の原案をとりまとめた ・・・ と報道されています。

南相馬市から
南相馬市から６
から６月１７日夜
１７日夜

2011-06-17 19:38:37
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/9a7fe4b57b8d02
f847919fefba79cb75

福好再見 鹿島中学と給食センターに行ってきました。学校
給食は、通常の状態に戻っているようです。
給食調理の皆さんの努力で、ここまできました。多くの方にご
心配頂きましたが、大丈夫そうです。
今日も文化事業財団から大型トラック２台の物資が来ていまし
た。
夏休み以降は原町区内の給食センターでも調理を始める準
備をしているとの事です。保健所と調整して、大丈夫との事で
す。献立表を貰ってきたので、見てください。献立に載ってい
ないけれど、救援物資の中で早く食べたり飲んだりする物は、
給食で食べられなくても、持ち帰りさせている物もあるようで
す。
食べきれなくて、残す子供もいるようです。２７５０食とは、幼稚
園、小学校、中学校、職員を全部含んだ数です。

基本理念は
「脱原発」 そのほか
「すべての人々の力を結集した復興」
「ふるさと再生の実現」 の三本柱。
廃炉が決まった第一原発 １～４号機以外に
５・６号の第二原発を廃炉にすべきだ ・・・ としています。
もちろん もちろん 「脱原発」は
我々 原発事故避難者にとっては
当然過ぎるほどの ・・・ 基本的な考え方です。
ためらうことなく ・・・ 「脱原発」 といいます ！
身をもって ・・・ 「脱原発」 を叫びます ！！
私は 「警戒区域」からの避難者です。
・・・ すでに 避難生活に入って １００日です。

福好再見 な
にかできな
い か ？ 考え
ました。鹿島
中学校の 中
庭の草刈りを
して、綺麗な
花を植えよう
と考えているようです。沈みがちな気持ちを少しでも明るくな
るように、色鮮やかなお花を植えるのは、いい事ですね。

それにつけても ・・・ 佐藤雄平現知事が
その基本理念に対するコメントを避けた・・・が気になります。
正直 ・・・
「またか ・・・」 の思いが致します。
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〈原町区〉
原町区〉６月１７日
１７日の活動報告♪
活動報告♪
南相馬市災害ボランティアセンター
南相馬市災害ボランティアセンターの
ボランティアセンターのブログ
2011-06-17 17:59:35
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10925909093.html
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「脱原発」
脱原発」基本理念に
基本理念に・・・有識者会議
・・・有識者会議「
有識者会議「復興ビジョン
復興ビジョン検
ビジョン検
討委員会」
討委員会」負けてらんにぇ！
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！！

今日も一日お疲れ様でした
今日はくもりで涼しい一日で
したよ
天気予報では雨マークがつ
いていましたが降らず済みま
した
そんなくもりだった本日の活動者数は １０９人（県内３１人 県
外７８人）ニーズ件数 ９件でした。
久し振りに１００人を超えましたぁ～ヾ(＠^▽^＠)ﾉ
やっぱり人が沢山いると嬉しいですね
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１８日（土）の募集内容ですが ☆活動件数 １１件
６０人程度のボランティアさんが必要です。 ☆活動内容

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。 2011-06-17 15:41:35
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/26603
2f41c51ceb2d0157f19df200f89
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泥出し作業 流出物の洗浄・展示 避難所の運営補助 ひま
わりの種まき作業 等となっております。
注）あくまで６／１７（金）に受けた件数です。翌日６／１８（土）
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。
明日は久し振りに屋外作業がありますよ～('-^*)/
↑にも書きましたが
泥出し作業 と ひまわりの種まき 作業です。ぜひ、ぜひ、
お越し下さいね 明日の天気はくもり 最高気温は２３℃ 少
しムシムシするかもしれませんね
☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*ﾟ ゜ﾟ*☆*ﾟ ゜ﾟ*
お待たせしましたぁ～ 紹介コーナー
今日はコチラの方々
左から 幕田 浩和さん
（ 宮城県柴田町） 濱野
早苗さん（南相馬市） 濱
野 永光さん（南相馬市）
吉田 順子さん（保原町）
馬場 裕隆さん（伊達市）
みなさん写真館の方々です。
今日から仲町児童館で流出物の洗浄が始まったのですが地
元のはまの写真館の濱野
さんに洗浄の仕方を教え
ていただけないかお願い
したところ快く引き受けて
下さいました 仲間も駆け
つけて下さり、参加しなが
ら教えてくれましたよ

↓水で洗います。

↑水分を拭き取ります。
↓干して乾かします。
みなさんの指導の下、沢
山の写真がキレイになりま
したよ
指導してくださりどうもあり
がとうございました

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
↓流出物はまだまだ沢山あります
これらは被災した方々の思い出で
す
流出物の洗浄作業は毎日あります
一人でも多くの方がキレイになっ
た物を手に取り笑顔になれるよう
に
みなさんの力を貸してもらえたら嬉
しいです

↓固まってしまった泥をカッターなどで落とします。
それではみなさん、明日もよ
ろしくお願いします

↑台紙から写真をはがします。
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