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切望切望切望切望とととと熱中症熱中症熱中症熱中症        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 29 日(水) 00 時 22 分 45 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10937694203.html 

只今、胃もたれで気持ち悪さ倍増なキャナです。 

前の記事はブルーでもずば抜けてどん底な記事でしたね…

すみませんでした m(_ _)m 

 

言い訳をさせていただくと(あれ？敬語あってる？)まぁ、いろ

いろありまして。どん底真っ盛り、鬱真っ盛り。 

そんな感じで。 

睡眠もここのところ、あまりとれていなかったのでヒステリックも

最大ピークを迎えていたんでしょうね。 

すみません、なんかいろいろ。 

このブログを通して感じること。 

やっぱり私はみんなに支えられてるんだな～って。 

なんとアクセス数、ネクラ記事書いた次の日は一気に増えて

いました。 

応援メッセージをくれる方や、コメントをくれたリアルなお友達

もいますしね。 

へこたれてるのも当分は控えようかな、と。 

このブログを見てくださっている皆さんやコメント・メッセージ

などをくださる皆さんに感謝を。 

本当にありがとうございます。 

 

というわけで今日はまともな話題を。 

…冷蔵庫が来ません。 

あとテレビとか炊飯器とか電子レンジとか。 

重要な三種の神器じゃないですか！？ 

 

被災者支援よ…はやく来てください…冷たいものを私にくだ

さい 

熱中症、なるんじゃないかな、今年辺りは。 

え？ご飯？鍋で炊いてます。 

電化製品って重要すぎるものだったんですね… 

とりあえず、冷蔵庫だけでも please!! 

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

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３０３０３０３０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！  2011-06-30 05:45:56 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2a8d0c497e0bf0

b5ec176adc2787eade 

月末です、支払いがあります。今月も何とかなりそうですが、

確実に売り上げは昨年を上回ることはできません。昨年から

昨対超えしていたので、原発災害の影響が残念です。 

 

捨てる勇気 今考えています。これから今までと違う商売の在

り方をしていかなくてはならないのなら、何かを捨て、何かに

特化し経営資源を集中投資していかなくては、生き残ってい

けないような気がしています。 

今はまだ、この町の先が見えない状況では、すぐには行動出

来かねますが、準備だけはしていこうと思います。 

 

国も原発を捨てる勇気が必要なのかも、人間が扱えないよう

なものは、手におえないようなものは、作るべきではない事が

今回の災害で証明されたのだから、方向転換も必要なのか

も。 

 

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３０３０３０３０日昼日昼日昼日昼         2011-06-30 15:08:52 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/6e55022a797d1f

7dd9ec9f883913b758 

捨てる勇気パート２ 面白い話を聞きました。隣町の相馬市、

瓦礫の撤去ついでに各家庭の粗大ごみ、無料で捨ててもい

い事になり、災害の瓦礫と一緒に積んであります。各家庭で

は、いらないものを無料で捨てられるので、この際とばかりお

部屋の片づけが始まり、その結果お部屋に空間が生まれて、

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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それでは新しいソファーなりテーブルなり家具を新調しましょ

うという事になり、家具屋さん大繁盛のようです。捨てたくても、

お金がかかるから躊躇していただけで、無料となると思いっ

切って行動でき、その結果経済が動くという流れになるので

すね。経済活動、経済の循環を妨げになっている原因や要

因を排除するだけで活性化することが良くわかりますよね。 

法律を少し変えるだけで、この町にあったようにするだけで、

町が生き返ることが出来るという事ですね。 

何を捨てればこの町が生き返るのか考えましょう。 

 

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３０３０３０３０日夜日夜日夜日夜         2011-06-30 20:15:42 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/07890a3201c48c

ad36cd313093656116  

最近、家の猫、小鳥をくわえて帰ってきます。捕まる小鳥もどう

かと思いますが、よく捕って来たなと感心しますが、カナチョロ

から段々大物になってきていますが、蛇なんか捕ってきたら

大変です。 

遠出をしなくなっているようです、いつも家の近くにいます。

暑いからなのか、わかりませんが、まさか夏バテではあるまい

し。 

 

もうすぐ、孫のゆづと嫁のナオちゃんが帰ってきます。仙台に。

いつも、ナオちゃんがゆづの様子をブログに載せてくれてい

るので、成長ぶりはわかっていますが、やはり画面ではなく実

物に会えるのは違いますよね。楽しみです。ナオちゃんの料

理も随分食べていないので、いつかまた、原町でみんなで食

べられるといいのですが、原発次第なのが、憎らしいです

ね。 

 

よくはわからないのですが、東京に避難している人（警戒区域

の方）が来て、毎月家族一人に東電からとりあえず半年間、月

１０万円もらえると、五人家族だから５０万の収入です、家賃は

二年間無料です、働くことないやと言っていましたが、確かに

お金は助かります、でも元に戻らない家や生活、環境、お金

には変えられないものですよね。きっとむなしさの裏返しなの

かも。 

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

宝物宝物宝物宝物    ・・・・・・・・・・・・    閑話休題閑話休題閑話休題閑話休題    

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。  2011-06-30 20:24:12  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/37b10

de690b12d97a45118d30534c31f 

 
書くこと 書かなければならないことが沢山あるのですが 

ここはちょっと 閑話休題 ・・・ 

 

２６日（日） ブログ「気日だんご」の佳香さんご一家が 

避難先の埼玉県川越市（ご主人の実家）から 

遠路はるばる 三条市のわが家（￥１００ショップ御殿）を訪ね

てくれました。 

嬉しいことかぎりなし ・・・ です。 

 

優しいお父さん 

賢いお母さん （佳香さん） 

長男 まめくん ８歳 

長女 つぶちゃん ５歳 

次女 こなちゃん ２歳 

 

お話しがはずみ ・・・ 

またたく間に時が過ぎ ・・・ お別れの時刻です。 

「空手を習い始めたんだ」 とまめくん。 

こなちゃんは お父さんの膝の上でスヤスヤ ・・・ です。 

そして 

つぶちゃんが 別れまぎわに 急いで 

折り紙でコマと小物入れを折ってくれました。 

 

わが家に ・・・ 宝物が またひとつ増えました。 

アリガトウ ・・・ ね。 

 

今からもう 再会できる日が待ち遠しいです。 

 

＊ 佳香さんご一家の避難生活奮闘ぶりは 

ブックマークの「気日だんご」で ・・・ どうぞ どうぞ ！ 

 

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

震災震災震災震災でででで親親親親をををを亡亡亡亡くしたこどもさんくしたこどもさんくしたこどもさんくしたこどもさんへのへのへのへの支援支援支援支援についてについてについてについて        

ゆっ太郎 (2011.06.29 10:30) 

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/3301.html 
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================== 

鹿島区から、埼玉県越谷市に原町区で独り暮らしをしていた

母と避難しました。 

５月末より以前と同じ仕事についています。 

今、ネット販売の準備中で売上の一部を南相馬市の震災孤児

に寄付したいと考えています。 

南相馬市の震災孤児、片親になってしまった子供の数が知り

たいです。 

相馬市は公表されていますが、南相馬市は、見つけられませ

ん。 

まだ、把握が出来ていないのでしょうか？ 

来月末に、山梨県でチャリティーバザーが開かれ、そこの福

島ブースに出店します。 

ポスター、ちらしに南相馬市の現状を記載したいので、よろし

くお願いします。 

================== 

 

このブログを読んでいただいている方からこのコメントをいた

だきました。 

先日、南相馬市役所の担当部署へ確認しましたのでご報告し

ます。 

南相馬市へも、震災孤児となってしまわれたこどもさんへの 

支援のお申し出のお問合せを何件もいただいているそうです

が 

①南相馬市内が国の指針により、・警戒区域・計画的避難区

域 ・緊急時避難準備区域・特定避難勧奨地点・区域指定外と

分断され 震災孤児となってしまわれたたこどもさん（両親とも、

片親となってしまった）の実数は 自主避難されている方を含

め、避難先が他地域に分散してしまったため 把握と整理がま

だ整っていないそうです。 

②南相馬市役所では、震災孤児となってしまわれたこどもさ

んへの支援策を勘案中で まだ受側の準備が整っていないた

め、体制が出来次第 支援いただける方の御協力を仰いで行

きたい。 との回答でした。 

 

南相馬市に限らず、相双地域の各市町村は同じ状況の中、

対応にご尽力いただいていることと思います。 

各市町村とも体制が整い次第この支援を必要としているこども

たちまた、支援をご協力いただける方々へ周知広報があるこ

とと思います。 

相双 12 市町村では、相馬市が震災孤児等の学業や生活を

支援するための相馬市震災孤児等支援金支給基金を設置し 

ご支援へのお願いを呼びかけています。 

相馬市役所(URL：http://www.city.soma.fukushima.jp/) 

TOPページ→【支援物資・義援金関連情報】 

→義援金を受け付けています 

→震災孤児等の学業・生活支援義援金 

周知されましたら、改めてご報告させていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

原子力災害被災者原子力災害被災者原子力災害被災者原子力災害被災者・・・・記録記録記録記録ノートノートノートノート        

ゆっ太郎 (2011.06.30 11:09) 

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/3303.html 

6/25(土)に、福島県弁護士会により開催されました原発事故

損害賠償説明会。 

これからの原発事故損害賠償に向けて事実関係や資料を整

理するための整理ノートが福島県弁護士会のウェブサイトから

ダウンロードできるようになりました。 

 

 福島県弁護士会 

 （URL：http://business3.plala.or.jp/fba/） 

 トップページ右上「震災関連情報」 

 → 福島県原子力災害被災者・記録ノート 

 ・福島県原子力災害被災者・記録ノートの説明 

 ・福島県原子力災害被災者・記録ノート 

 

福島県弁護士会【福島県原子力災害被災者・記録ノート】 

ご利用上の注意点より 

このノートは、原発事故の被災者の方々の損害賠償請求のた

めのノートです。 

日々の記録、資料を整理しておくことによって、将来の賠償請

求の際の資料とするためのものです。(弁護士を依頼される際

にも役に立ちます)。 

ノートには、各相談窓口・連絡先の一覧、賠償金支払いまで

の流れから実際に記録として残す、家族構成、損害の概要な
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ど項目ごとにシートが分類されています。 

 

また、福島県弁護士会では相談料無料の、震災・原発相談窓

口を設置し 7/1(金)より、予約受付を開始いただきます。 

  
福島県内で会場 8ケ所。 

※ 相談の曜日、時間など会場によって異なりますので、ご希

望に添えないこともございます。 

詳しくは、表面の受付フリーダイヤルへお問い合わせ下さ

い。 

受付フリーダイヤル(平日 10:00～16:00) 

7/1(金)より相談予約受付開始  0120-700-791 

 

[福島] 福島法律相談センター 福島市山下町 4-24 

[二本松] 福島県男女共生センター 第 4研修室 

 二本松市郭内 1丁目 196-1 

[郡山] 郡山法律相談センター 郡山市堂前町 25-23 

[白河] 白河法律相談センター 白河市大手町 3-10 

[会津若松] 会津若松法律相談センター 会津若松市追手町

3-2-4 大手門ビル 201号 

[猪苗代] ホテルリステル猪苗代(予定) 

 耶麻郡猪苗代町大字川桁リステルパーク 

[いわき] 福島地方裁判所いわき支部 4階弁護士控室 

 いわき市平字八幡小路 41 

[相馬] 相馬法律相談センター 

 相馬市中村字桜ケ丘 56-1 TKウェルネス桜ケ丘 101号 

 

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

＜＜＜＜原町区原町区原町区原町区＞＞＞＞６６６６月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（木木木木））））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  

2011-06-30 18:15:10  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10939161593.html 

今日も暑かった 

でも、自分の隣のひとは、あろうことか自分だけかき氷を食べ

てたんですよ！ 

えー、そりゃ上手そうに（ﾁｸｼｮｰｵﾚﾀﾞｯﾃﾀﾍﾞﾀｶｯﾀﾉﾆ） 

 

あ、愚痴ってばかりいないで今日の報告です 

さて、今日の活動者数は ７９人 （県内１６人 県外６３人） 

ニーズ件数 １１件でした。 

そして、明日７月１日（金）の募集内容ですが 

☆活動件数 ９件９０人程度のボランティアさんが必要です。 

☆活動内容 個人宅のがれき撤去・泥出し 流出物の洗浄・

展示 避難所の運営補助 食器棚の組み立て 仮設住宅用布

団の希望者受付・運搬 となっております。 

 

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

く場合もあります。 

できれば午前９時～午前１０時頃までにに受付していただけ

るとありがたいです。 

ただし、雨が降った場合は屋外作業は中止となります。どうか

ご了承ください。 

ーーーと、いうことで今日も一日が終わりましたよ。 

気が付いたら明日から７月。早いなぁ 

少し一息ついたと思ったらもう７月。 

 

相馬野馬追いとか、花火大会とか、海開きとか、ほんとなら今

頃わくわくする時期なんですけどね。 

ごらぁー！東○！俺の青春をかえせー（/TДT)/ 

 

て、とこでまた明日ﾉｼﾉｼ 

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

 


