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湿度湿度湿度湿度        東北東北東北東北のののの関西人関西人関西人関西人    

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。  2011-06-21 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10929176381.html 

梅雨の影響もあると思いますが京都の湿気にやられそうです 

いやあ、湿度高いわ 

 

南相馬市にいた頃は朝晩にこんなにムシムシしてたことなか

った気がするんだけど 

毎日蒸し蒸しと蒸されている感じがします 

エアコンのついている家で良かった… 

 

犬の散歩から帰ってきたら汗だくです 

犬もハアハア言ってます 

犬のために（言い訳じゃないよ！）部屋をちょっと閉め切って 

エアコンつけると快適になるんですが 

これ、夏まで続くのだろうか 

もう京都での生活昔過ぎて忘れちゃったわ 

 

なんせ、マルスは初めての京都です 

夏バテさせないようにきちんと管理してやらねばです 

 

私も夏バテしないようにしなくちゃだな… 

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

修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行        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 23 日(木) 00 時 54 分 38 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10931727049.html 

こんにちは、最近はとろろと梅干しが栄養源のキャナです。 

 

夏になると急激に食欲無くなりますよね、胃もたれとかで。 

…夏バテ？ 

というか、私の胃が若くないだけ何でしょうけどね。 

 

あぁ、愛しのわが母校…なんて歌ってみる私。 

修学旅行、その中学校にいないといけないらしい。 

 

しかも知らされてお金の返金のお知らせ今日もらい、〆切が

月曜日です。 

酷いですよね。 

修学旅行、普通早い時期から言うべきでしょう。 

考える時間が欲しかったのに… 

 

責任負いたくないわけですよね、元母校。 

(ま、上ってそんなものですよね) 

修学旅行だけは行きたかった。 

だって、もう離ればなれなんですよ？ 

最後の思い出をくれたっていいじゃないですか。 

…とは言っても私はその日は合唱の大会があるので修学旅

行いけませんがね。 

 

とりあえず、私の友達は戻るかもみたいですよ。 

いいな～  なんて 

でも欲求を全部叶えてもらうってわがままじゃないですか。 

だから私は諦めます。 

(友達はいないけど)郡山の行きます。 

我慢することを条件に合唱のためだけに来たんですから。 

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

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２２２２２２２２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！  2011-06-22 05:29:41 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/350044cc545715

1a39f39d5a088ba663 

２０日月曜日の事ですが、南相馬市小高区の商工組合の元組

合長さんが避難先の東京から当店に来られました。小高区の

商工業者が一体となって東電、国に賠償交渉をしていく為の

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のものではありまのものではありまのものではありませんせんせんせん、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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会議を行うために福島市で集まりがあり、ついでにわざわざ

当店まであいさつに来ていただきました。この日から高速道

の料金が被災者は無料になったようです、いままでは片道は

無料だったとの事です。 

小高区、いずれ入れる、帰れるようになっても商売などの経済

活動をしていくのは到底無理だとの判断で今後の交渉では

資産を始め財産すべてを東電、国に買い上げてもらえるよう

交渉するようです。確かに現実問題一旦警戒区域になってし

まい、放射能の脅威がわからない状態では、入れるようにな

ったとしてもそこに住む人たちがどれだけいるのか？いたとし

ても前の様には戻ることは今の段階では考えることができな

いでしょう。よほどの復興策でもなければ町（小高区）の再生

は難しいのでしょう。 

 

そのことは、原町区でも同じです。人は戻って来ていますが、

これからの町の将来を託していく若い世代が帰ってきません。

これでは町は錆びれていきます。活性化していきません。本

来の町の姿が無くなり歪な形の町が出来てしまいます。 

市長は１２月までにこの町の復興案を作成すると言っていまし

たが、これが町の将来を決めるでしょう。これがダメだと思わ

れたら出ていく人たちがいるのではないでしょうか。これまで

の概念を捨て、まったく新しい発想が必要なのだから、南相

馬市の現状を全国、世界中の人たちに情報開示して復興計

画案に知恵を貸してもらったらどうでしょうかね。 

 

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２２２２２２２２日夜日夜日夜日夜         2011-06-22 19:16:53 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/ede520f8f70936

a8b4ecc6333e4bc036 

銀行に行ってきました。震災以来借り入れの返済を猶予して

いただいておりましたが、本日３か月分返済しました。 

今後は先行きが不透明な状況なので、借入条件を変更して

いただけるようです。国の対応が遅いので多くの中小零細企

業は困っています。残念ながら管総理にはわからないだろう

な。ちょっと手助けしていただければ、なんとか営業し続けよ

うと頑張れる会社も多くあると思いますが、政治がこんな状況

では、間に合わなくなってしまいそうですね。国がもたもたし

ているうちに、民間では独自に動くしかないのかな。取引銀行

とは創業以来のお付き合いですが、今までご迷惑をおかけし

た事は、無いはずですから、この非常時にこそ是非に 

もご協力を頂きたいものです。 

 

岐阜の中日新聞社の方がお見えになりました。南相馬市から

岐阜の池田町に避難した人たちのその後の取材に来たそう

です。そのついでに、福好再見Ｔシャツの取材をしたいとの

事で、来店され息子が対応していました。 

 

明日は久しぶりに、お惣菜勉強会に行こうと思っています。会

場が福島市なので、飯舘を通って行くのですが、避難した時

以来です。 

まさかあの時、飯舘の放射線の値があんなに高かったとは思

いもしませんでした。知っていたら飯舘方面に行っていたか

どうか疑問ですよね、知らなくてよかったのかどうなのか、わ

かりませんね。 

 

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２３２３２３２３日朝日朝日朝日朝         2011-06-23 05:09:38 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/03d348fdc114b5

d90a6d729388e8e15c 

前に話しましたが、鹿島中学校のゲランドに仮設校舎を建て

始めたようでしたが、ほぼ完成したようですが、電気工事がま

だ出来ず、使用するのは、夏休み明けてからのようです。原

町２中の生徒が使用するようです。他にも同じところに２階建

ての仮設校舎を建てるようです。こちらは原町１中が今のとこ

ろから移動して使用するようです。原町区内の学校の大半が

放射線の値が他の地域より低いのに、いまだに文科省は３０ｋ

圏内というだけで、無駄なお金をかけているようにしか思えて

なりません。ある病院の入院患者の許可も５人から５０人受け

入れても良い事になったようです、徐徐に少しずつですが普

通に戻りつつあるようにも思えますが、常に県や国に訴えか

け続けなければダメなようです。原発の工程表が基準になっ

ているようだと、年内どうにかなるかなという期待は無理かな。

今の水処理の状況では。 

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

光光光光とととと風風風風    

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。  2011-06-22 20:10:14  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/22251

0d7a2129e308ce75da18b60eae6 

 
三条市立南小学校６年生と語る １ 



 南相馬ブログ新聞 平成 23 年 6 月 24 日（金）第 75 号  

 3

愚痴をこぼしても 

恨んでも 

なんともならないのですから ・・・ 

そんなことに時間を費やすのは 

もったいない気がします。 

 

東電と政府の不誠実さは 

きれいさっぱり忘れて ・・・ 

一瞬一瞬が 明るく 楽しくなる 

美しいもの 美しいことに目を向けていった方が 

いいような気がします。 

 

この世では 

どんなことも起こり得るのですから ・・・ 

いちいち驚かず 

ただ 憎しみは最小限におさえて暮らす方法を考えた方が 

いいような気がします。 

 

世の中のことはすべて 

少し諦（あきら）め 

思い詰（つ）めず 

ちょっと見る角度を変えるだけで 

光と風が 

どっと入ってくることもありますから ・・・ ね。 

 
三条市立南小学校６年生と語る ２ 

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

ゴーヤゴーヤゴーヤゴーヤのののの苗苗苗苗でででで緑緑緑緑ののののカーテンカーテンカーテンカーテン    ゆっ太郎 (2011.06.23 11:18) 

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/3287.html 

今年の夏、南相馬はゴーヤを用いた緑のカーテンを皆様に

お届けすることを通じてエネルギーのこと、 農業のこと、食べ

物のことそしてこの南相馬のことを考えるきっかけを作ってま

いりたいと考えております。 

 

南相馬市震災復興に取り組む農業者の会 

只野 孝一（Plant to Plantサイトトップのメッセージより） 

発電所（plant）の電気から、緑の苗（plant）へ plant to plant 

というコンセプトで始まった南相馬市震災復興に取り組む農

業者の会とフロンティア南相馬が取組む南相馬市復興モデル

事業採択第一号ゴーヤの緑のカーテン。 

 Plant to Plant 

（URL： 

http://plant2plan

t.org/） 

 発電所（plant）

の電気から緑の苗

（plant）へ 

 ［Twitterアカウント］：@plant2plant 

 企画・販売事務所は USTREAMで南相馬市の現状を伝え

た 『いっとこ／南相馬チャンネル』を運営した フロンティア南

相馬 

Plant to Plantのサイトで、自宅で栽培できる基本セットを購

入できる他仮設住宅へ設置する緑のカーテンへの支援セット

や南相馬市の地元農業へ従事される方への支援セットを販

売しています。 

［緑のカーテンご注文・詳細］Plant to Plant（URL：

http://plant2plant.org/） twitter 上でも、@plant2plant 

へ投稿殺到中。この、基本セットを購入。 

夏至を迎えた 22日、プランターへ移植しました。 

 ［基本セットの内訳］ 

南相馬ゴーヤ苗 3

ポット 

菜園用コ ンテ ナー

（プランター） 1鉢 

カーテン用ネット 1

ネット（1.8m x 2.7m） 

培養土 1袋（35L） 

肥料 1袋（400g）  育て方マニュアル（DVD） 1枚 

セットに付属の DVD にゴーヤの苗のプランターへの植付が

丁寧に紹介されています。 

Plant to Plantのサイトにも、同じ説明が掲載されています。 

 

 1. プランターに土

を入れます。 

 土をぎゅうぎゅうに

詰めないようにして 

 表面をならします。 
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 2. ゴーヤの苗を植

えます。 

 3株の苗を植えます

ので、プランターを 3

等分。 苗の根本が

収まるくらいの穴をあ

け 土を崩さないよう

にそっと植え 苗の双

葉が見えるくらいの深さにして 土をかけます。 

 3. ゴーヤの苗に水を

あげます 

 目安はプランターの底

から水が滴る程度です。 

成長の初期段階（花を

つける頃まで）は 水を

与えすぎないようご注

意ください。 

育て方マニュアル DVD には追肥と摘心の説明もされていま

す。 

この夏、全国各地で復興への願いを込めたゴーヤのつるが 

幅広く繁っていきます。 

 ［南相馬ゴーヤの苗ご

注 文 は ］  Plant to 

Plant （URL： 

http://plant2plant.org

/） 

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

〈〈〈〈原町区原町区原町区原町区〉〉〉〉６６６６月月月月２３２３２３２３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  

2011-06-23 17:50:46  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10932168016.html 

今日も一日お疲れ様でした 

午前中は雨が降りましたが、午後からはやみましたよ 

ムシムシして、もわ～～～んと暑い一日でした 

今朝は岩手県沖で大きな地

震がありましたね 

久し振りに携帯の緊急地震

速報が鳴りビックリしました 

大きくはありませんでしたが、 

船に乗っているようなゆっくり

とした横揺れがありましたよ 

南相馬市では被害はありませんでしたが地盤が緩んでいる

地域で被害がなかったか心配です・・・ 

みなさんの所は被害はありませんでしたか？ 

地震があった本日の活動者数は ５９人 （県内２０人 県外３

９人） ニーズ件数 ８件でした。 

 

雨が降っていたので少なかったですね・・・ 

それでも雨の中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２４日（金）の募集内容ですが 

☆活動者数  ９件８０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 仮

設住宅用布団の希望者受付・運搬 物資の仕分け作業 泥出

し作業 等となっております。 

注）あくまで６／２３（木）に受け付けた件数です。翌日６／２４（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事もあります。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。 

明日の天気は晴れ  最高気温は なんと３３℃ 

ものすごーーーーーーく暑くなりそうですよ 

熱中症にならないように 水分・塩分を忘れずに持ってきて下

さいね 

*:..｡o○☆ﾟ･:,｡*:..｡o○☆*:..｡o○☆ﾟ･:,｡*:..｡o○☆*:..｡o○☆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です 

大阪から来て下さった酒井 伸也さん 藤本 義郎さん 中橋 

功さん 御厨 成海さんです。 

６／２０～２３の４日間 流出

物の洗浄と布団の搬入作業

をしてくださいました。 

大阪からは８００ｋｍ 車で１１

時間半もかかったそうですよ 

今日作業を終えてから帰って

いかれました。 

遠くから来ていただきありが

たい気持ちでいっぱいです 

カンパステッカーにも協力し

てくださいましたよ 

どうもありがとうございました  気を付けて帰って下さいね 

それではみなさん、明日もよろしくお願いします 

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

編集より 朗報朗報朗報朗報！！！！「南相馬さいがい FM」もインターネット経

由パソコン等で全国で聞けるサイマルラジオになりました。 

http://www.simulradio.jp/ の東北欄にあります。 

スピーカーマークをクリックしてください。 


