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いろんないろんないろんないろんな回想回想回想回想        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だけでも忘れないでいよう。  

2011 年 06 月 19 日(日) 00 時 34 分 21 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10927641515.html 

皆さん、こんにちは。 

キャナです。 

 

3 月 11 日から 100 日経ちました。 

思い出してみると、この 100 日いろんなことがあったな～なん

て。 

放射線量一番高いときに飯舘に行ったり、新潟でいろんな

方々と出会えたり。 

郡山でノイローゼになりかけたり。 

夢ができたり、なくなったり。 

 

3 月 11 日が何十年前に感じられます。 

いろんな体験をしてダメブログがいつの間にか震災について

語る(でも駄文)ブログになり、キャナであることをカミングアウト

したり(そしてとても驚かれたり)と、何十年間分の体験をしたと

思います。 

エピソードもたくさんです。 

日記もすごい厚みが。 

 

とにかく、回想したらキリがありません。 

だから回想は震災が完全に終わったらで良いですよね。 

(あと少しで終わってくれるといいなという希望が込められてい

るのですが) 

あと、思うことを。 

 

はやく大人になりたい 

大人であれば私でももう少し冷静な判断や行動ができたのか 

それに放射線というものをあまり気にせずに生活できたのか

な…なんて 

 

毎日、やっぱり思うんですよね。 

郡山きて良かったのか。 

感情に任せて来ちゃいましたけど本当に良かったのか。 

考えるとキリがないですが、学校でも考えたりします。 

近いようで遠い郡山。(距離的な問題ではなく) 

 

私はどうすればいいんだろうね。 

 

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

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１９１９１９１９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！  2011-06-19 05:36:36 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/721fdf819abb2b

4df3eac07b8de36f32 

配達などで、町中走っていると、さすがに、米作りはありませ

んが、畑でいろんな野菜作りが始まっています。 

ハウス栽培はもちろんですが、路地でも作付しているようで

す。 

  

今、小梅、梅、出荷制限が掛かっていますが、茶葉と同じで、

梅も青梅のまま食べることはないですよね、塩漬けして、梅干

しにして食すわけですが、青梅ではセシウムが基準以上でも

梅干しにしたらどうなるのかな？お茶のように飲む時には、基

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、

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、

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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準以下になるようですが 

梅干しでも、なんかそうなるような気がしますが、検査してもら

いたいですね。 

 

店の前の放射線量、昨日は小雨、雨の影響があるのかな。道

路の路面上 

 
地上１ｍ上では 

 
 

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１９１９１９１９日夜日夜日夜日夜         2011-06-19 19:17:09 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/4b3cbc4884a015

9e37f07ceb99362ed7 

今日、午前中に山形から取材にきました。山形フォーラムの

支配人の替わりに、山形の大学４年生女子学生が一人で軽乗

用車を運転して、手弁当でやってきました。南相馬市から山

形に避難している人たちに、南相馬市の現状を伝えるドキュメ

ンタリーの映像を集めに来たそうです。編集して避難所の皆

さんに見せるそうです。大したことはお話できませんでしたが、

少しでもお役に立てれば幸いです。それにしても、たいした

ものです、山形ドキュメンタリー映画祭のお手伝いもしている

との事ですが、志がいいですね、自分で考え、行動している

姿は美しいものです。なんとか希望する就職が出来るといい

ですね。福島から応援しています。 

 

いよいよ明日は、ＮＰＯのお弁当５５０個に挑戦です。家内は

２時起きでご飯炊きからスタートです。大好評の味噌焼きおに

ぎり大葉巻きとわかめご飯のおにぎり１１００個作らなくてはな

りません。４時半から詰め方が始まります。 

この時期の安全を最優先したメニューにしたつもりですが、さ

らに安全を重視して作業するつもりです。 

明日の朝のブログはお休みで、お昼に結果報告をいたしま

す。 

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

決決決決めましためましためましためました    ・・・・・・・・・・・・    「「「「反原発反原発反原発反原発」」」」    「「「「脱原発脱原発脱原発脱原発」」」」    

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。  2011-06-18 21:10:48  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/d5884

46e9dc66ce3346b6ca817366d3d 

 
私の家は 福島第一原発から１４ｋｍのところにあります。 

 

あの呪わしい日以来 

・・・ 放射能は 降り続けております。 

家屋の上にも 庭園の上にも 

見慣れた風景の上にも 放射能は降り続け 

・・・ 汚染し続けております。 

 

そして これからは 

 

子どもを育てた家は ・・・ もう ありません。 

遠くにいる子どもたちに 

「 おかえり 」 と言える家は ・・・ もう ありません。 

遠くにいる孫を 心待ちにした家は ・・・ もう ありません。 

遠くにいる孫たちに 

「 また来てね 」 と言える家は ・・・ もう ありません。 

 

子どもたちを 孫たちを迎えることのできない家は 

家であっても ・・・ 家ではありません。 

 

にくい放射能汚染は 

長い年月 積み上げたことを 
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長い年月 積み上げたものを 

・・・ すべて 奪い去りました。 

 

くやしい ・・・ です。 

つらい ・・・ です。 

悲しい ・・・ です。 

 

このくやしさは 

このつらさは 

この悲しみは 

・・・ 我々だけで たくさんです。 

 

だから 

わずかばかりに残された人生は 

夏の終わり 鳴きしきる蝉のように ・・・ 

「 反原発 」 「 脱原発 」 を訴えることに・・・ 決めました。 

 

「 反原発 」 「 脱原発 」 を 

命のかぎり 叫ぶことに ・・・ 決めました。 

 

いま 私は 遠く新潟県三条市に避難して・・・１００日目です。 

 

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

3.113.113.113.11 震災震災震災震災よりよりよりより百百百百ヶヶヶヶ日日日日。。。。相馬野馬追相馬野馬追相馬野馬追相馬野馬追までまでまでまで、、、、あとあとあとあと 35353535 日日日日。。。。    

ゆっ太郎 (2011.06.18 05:56) 

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/3273.html 

3.11 午後2:46すべてが変わった震災当日から百ヶ日を迎え

た、今日 6/18。 

道の駅 南相馬で、五郷騎馬会の出席の元 相馬野馬追執行

委員会が開催され平成 23 年度の行事予定が決定しました。 

   

（画像は昨年、平成 22 年のお行列と甲冑競馬です。） 

【相双ゆたどさ】昨年の相馬野馬追（編集より：履歴へのです） 

 開幕。相馬野馬追（2010.7.23：掲載） 

 開幕。相馬野馬追-その弐-（2010.7.24：掲載） 

 相馬野馬追-その参-（2010.7.26：掲載） 

五郷… 

  ・宇多郷（相馬）・北郷（南相馬市鹿島区）・中ノ郷（南相馬市

原町区） 

  ・小高郷（南相馬市小高区）・標葉郷（双葉郡の各町村） 

 

総大将に、相馬家より行胤公（みちたね）。（第三十三代御当

主、相馬和胤公のご嫡男） 

副大将に、海老原 永明 殿。（えびはら ながあきら） 

例年、任命辞令の行われる、軍師以下の役付を行わず各郷

騎馬会として出陣することとなるそうです。 

 

本年度の相馬野馬追は、東日本大震災により亡くなられた方

の鎮魂を願い相双地域復興のシンボルとして、また地域の支

えとなる祭礼として「東日本大震災復興 相馬三社野馬追」と

称して開催されることとなりました。 

   

 

【相双ビューロー】：相馬三妙見・相馬小高神社 ・相馬太田神

社 ・相馬中村神社 

 

【平成 23 年度 相馬野馬追 開催日程】 

※例年の開催日程と変更があります。観覧ご希望の方は 7

月23日開催の相馬市・南相馬市鹿島区の祭場地へお出かけ

下さい。 

7 月 23 日（土）…相馬市 

  8:30 ・出陣式（相馬中村神社） 

  9:30 ・御発輿・お行列開始（相馬市内～11:00） 

  16:00 ・お上がり（AEON イオン相馬店～相馬中村神社） 

  17:00 ・お上がりの式（相馬中村神社） 

 

7 月 23 日（土）…南相馬市鹿島区 

  11:00 ・副大将出陣式（福島県南相馬市鹿島区永田・副大

将宅） 

  11:40 ・副大将、北郷本陣へ行軍 

  12:00 ・北郷本陣祭（北郷本陣） 

  12:40 ・総大将お迎え（北郷本陣） 



 南相馬ブログ新聞 平成 23 年 6 月 20 日（月）第 73 号  

 4

  13:00  ・お行列開始（南相馬市鹿島区内） 

※ 相馬市内へ 

※北郷本陣では桟敷席を設け公開いたします。 

 観覧券のご購入・お問合せは、鹿島商工会 

（http://kashima-sci.net/）まで。 

 

7 月 24 日（日）…南相馬市原町区：相馬太田神社 

  11:00 ・例大祭斎行（～11:30） 

  12:00 ・直会 

※今年度開催は雲雀ヶ原祭場地までのお行列・甲冑競馬・神

旗争奪戦は催行しません。 

 

7 月 25 日（月）…南相馬市原町区：多珂神社 

  10:00～ 

  ・神事（多珂神社社務所および境内） 

  ・出陣式（含、慰霊の礼螺） 

  ・上げ野馬神事（社前テント前） 

  ・直会 

※今年度開催は野馬懸は催行しません。 

  

  

古来、「祀り」は、神・尊へ祈ることでした。 

「祭り」は、御霊を慰めるものでした。 

一千有余年の歴史を数える相馬野馬追は相馬藩六万石の領

民の安寧を祈念した祭礼です。 

 

以前、相馬家第三十三代御当主の御次男、陽胤公（きよた

ね）は 

「時代を継承することが使命の人間に 

 野馬追開催の有無を本気で聞いているのだろうか。」 

と、twitter で発言されていらっしゃいました。 

 

今年も総大将を務められる行胤公は「私にとっての相馬は、

野馬追に出陣してくれている 宇多郷・北郷・中ノ郷・小高郷・

山中郷・標葉郷」と、ほぼ相双全域に渡る地域への想いを話し

てくださいました。 

 

また、震災直後からお二人は相馬の地へ入られ被災者救援、

被災地支援の陣頭を配って下さっています。 

 

陽胤公は震災後のゴールデンウィーク明け、5/6の twitterで 

兄上の行胤公についてこんなことをつぶやいていらっしゃい

ました。 

「震災後中村神社から市役所への道を歩く度にゴミを拾って

いる男がいた。 連休中イベントが有りゴミが増えた。拾ってい

る男は悲しむのではなく喜んだ。 領民が幸せになっている

証拠である。 拾うゴミが増えることをそう理解して喜ぶ人間が

藩主見習いで良かった。 今日は真似して拾ってみた。」 

 

”相馬”を広く深く想う祭。 

相馬野馬追開催まで、あと 35 日です。 

 

相馬野馬追執行委員会 公式ページ 

(URL：http://www6.ocn.ne.jp/~nomaoi/) 

 

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


