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野馬追野馬追野馬追野馬追        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。  2011-07-02 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10941495316.html

#main 

去年は野馬追を見ていたのに 

今年は祇園祭を見る事になりそう 

全然予測していなかった１年後 

 

でもどうせ京都に来たからには京都を楽しみたい 

会えなかった友だちといっぱい会って 

したかった仕事がんばってして 

犬と遊んで 

ダンナと食事して 

 

そんな当たり前の幸せを満喫したい 

南相馬市に置いてきた義両親や 

病気を抱えている実両親 

両方心配だけれど 

みんな大人だし 

本当に困れば助けに行けばいい 

 

京都の夏は蒸し暑いけど 

暑さに負けずにがんばって働くぞ 

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

今更今更今更今更ながらにながらにながらにながらに        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 07 月 03 日(日) 18 時 45 分 29 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10942369925.html 

こんにちは、今回は回想です。 

 

今更ながらに、ピアノ…というかエレクトーンが無性に弾きたく

なりました。 

私が約 8、9 年間弾き続けていた相棒は南相馬にあるので無

性に恋しい。 

南相馬にいたときはエレクトーンの塾に行くことが軽く苦痛で

したが、今思うとものすごく私には重要なものだったんだと気

付かされる毎日です。 

 

南相馬では日曜日は合唱でそのあとで友達と遊んで『明日は

学校か～、憂鬱だね～』なんて言いあったりもしました。 

 

その学校も楽しかったもんだと、離れてみて思いました。 

 

明日は学校です。 

でも今の私に明日の学校を憂鬱だ、と言える友達はいませ

ん。 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから７７７７月月月月２２２２日夜日夜日夜日夜    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！  2011-07-02 18:55:15 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/710e8d275da85a

b564fa4fb761bcf5b8 

『非常時』を生きぬく強い気持ち 今まさに非常時ですよね。

だからいつもの常時に大切な常識は通用しない局面です。 

非常時には非常時の考え方、生き方あるのだと思います。人

は危機に相対すれば必ず新しい知恵が出てくるのでしょう。 

追い込められれば、出てくる異様なエネルギーが人間を生か

していく、生かし続けていくことでしょう。 

 

今日、第一回南相馬市復興市民会議が、行なわれました。復

興計画の策定が始まりました。 

委員は３０名 学識経験者、公共的団体の役員、関係行政機

関の職員、他市長が認める者、が委員になれるそうです。 

なんだか多くの人が概念の世界にどっぷりとつかっている人

たちのようで、この非常時の町の復興計画をいままでのような

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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常識でもって計画を考えるようでは、どうなんでしょうか？  

いい案が出てくることを期待はしていますが。 

 

今年は最悪です、開店以来、梅、しそ葉がこれだけ売れない

のは初めてです。放射能の影響はわかっていますが、それ

にしても、悲惨です。今日は、赤くなった梅を自店で漬け込み

しました。毎年やってはいますが、南相馬市産の梅の出荷制

限が今だ消えず、自店の梅漬けも少ないです。しそ葉は出荷

制限はないのですが、売れません、梅、しそ葉はセットです

からね。 

梅、しそ葉、今シーズンの売り上げ３００万減少です。痛い

な！ 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから７７７７月月月月３３３３日朝日朝日朝日朝         2011-07-03 05:33:18 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a6744aa7d07369

043d7a8157caa9c1a3 

しげさん？ 私もしげさんです。確かに津波災害この町では

印象薄いですよね。津波災害で家が無くなっている方がまだ

避難所で生活している現実を地元にいる私たちもつい忘れて

いる事があります。時間が過ぎていく中で、津波災害はこの町

でももう終わった、過去の事実として認識されているように、原

発、放射能被害の影響状況も、遠くの地方では案外忘れ去ら

れているように思います。 

県庁がある福島市でいろいろな事が行われているようですが、

政府の方たちも福島市に来ているようですが、津波、原発、放

射能災害の対策本部なり復興本部という物は南相馬市に置い

て欲しいですね。そこで常に全国、世界に向けて毎日の現状

の情報を発信していきたいですよね。そうすれば、世界中か

ら復興に向けての良い知恵やアイデアが集まってくると思い

ますが、正確な情報をどこから発信するかが大切ですね。 

 

いよいよ、今日、嫁のナオちゃんと孫のゆづが仙台に帰って

きます。早く会いに行きたいのですが、どうやら水曜日になり

そうです。仙台での生活、過ごしやすいと良いのですが、これ

から夏、暑くなるからちょっと心配ですね。 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから７７７７月月月月３３３３日夜日夜日夜日夜         2011-07-03 19:43:44 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a5ad162e6b9e3a

53aa15ef87fcd2c68b  

原町の渋佐海岸付近に瓦礫の山ができました。瓦礫を分別し

て置いていくそうです。 

  
自衛隊の車も少なくなりました。福島からは来なくなったようで

す。緊急時避難準備区域も解除になったら、どう変わるのでし

ょうか。国はちゃんと説明して欲しいですね。何事も行き当た

りばったりで、先の話が見えません。少し先でいいですから、

こうなっていくという事を話してほしいですね。今の放射線の

値で、子供達が帰って来れるのかを示してほしいです。 

７月２３日、野馬追いの日にまちなか広場でイベントがあるそう

です。 お盆には商店連合会で盆踊り大会を開催したいと計

画しているようです。少しでも、町に活気が生まれてくるとよい

のですが。 

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

大成功大成功大成功大成功！「！「！「！「浜通浜通浜通浜通りりりり××××さんじょうさんじょうさんじょうさんじょう」」」」交流交流交流交流イベントイベントイベントイベント    ・・・・・・・・・・・・    そそそそ

のののの一一一一    交流交流交流交流ルームルームルームルーム『『『『ひばりひばりひばりひばり』』』』編編編編    

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。  2011-07-03 14:25:32  

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

de690b12d97a45118d30534c31f 

 
ドラマは その前日から始まっていました。 
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「 ここで野馬追の写真が見れるとはナ～ ・・・ 」 

「 この滝は どこさ（に）あったけぇ ・・・ 」 

「 この磨崖仏は小高区の大悲山さ（に）あって ・・・ 」 

などと 話しがはずむ。 

 

ただ無言で 一枚一枚を食い入るようにみつめ 

感慨にふける人など ・・・ 。 

 

三条市の職員さんが 壁にかけるため 

たくさんのパネルを床に並べ始めたときのことです。 

聞きつけた人たちが 

交流ルーム「ひばり」に集まってきて ・・・ 。 

 

それだけで ・・・イベントの成功を予感させるに充分でした。 

 

 
 

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

今日今日今日今日ですべてがですべてがですべてがですべてが始始始始まるさまるさまるさまるさ        

ゆっ太郎 (2011.07.01 01:31) 

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/3307.html 

2011 年下半期を迎えました。 

昨日、6/30 は大祓(おおはらえ)の神事が行われた日です。 

6 月と 12 月の晦日に執り行われる大祓は犯した罪と、穢れを

祓い清める神事で 6 月の大祓は、夏越の祓（なごしのはらえ）、

夏越神事、六月祓とも呼ばれます。 

 

東京電力原子力発電所による災害の収束を祈る日々が続い

ている相双。 

たくさんの支援をいただいています。 

全国各地から神道青年会の方々が震災・津波の被害に遭っ

た相双地域内のお社や御神体の瓦礫撤去・修復・仮社殿奉

納に尽くしていただいています。 
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たくさんの方々が、被災された皆さんを勇気づけに、応援のメ

ッセージを届けてくれています。 

 

6 月の日曜日。 

東北の被災地を順に訪問されている、この方も南相馬市の仮

設住宅に入居されている皆さんへ応援に駆けつけて下さいま

した。 

 

「いつまでも被災者ヅラしてんじゃねぇ。 

 オレは、お前らを被災者扱いしねぇ。 

 お前らは被災者じゃなくて、被害者だ。 

 被害者なら声を出せ。」 

「ガキにわかるうたは歌わねぇ。 おもちゃ用意してきたから 

並んで、もらって遊んどけ」 

  

清志郎のサマータイムブルースから始まりラブミーテンダー

のメロディで原発反対を、うたいます。 

その後も、黒いカバン、イメージの詩… 

  

最後は「自分の心に向かって 自分にだけ歌え」 

と会場に呼びかけ春夏秋冬。 

 

泉谷しげる さんは南相馬市長にガイガーカウンターを寄贈し 

また今後も、iphone・ipad、自動車の提供や地域といっしょに

なることのできるイベントなどを計画していただいているそうで

す。 

南相馬市鹿島区での泉谷しげる さんのライブの模様は

gintonic0041 さんにより公開していただいています。 

 黒いカバン イメージの詩 春夏秋冬 

 

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

_____SHIGERU IZUMIYA OFFICIAL SITE “IZ”_____ 

URL：http://www.wagasha.co.jp/ 

 

泉谷しげるオフィシャルブログ 

兎猫豚（うびょ～とん）のみらい日記 

URL：http://ameblo.jp/shigeru-izumiya/ 

 

泉谷しげるの日本を元気にするお祭りサイト！ 

コラコラ放送局！ 

URL：http://www.korakora.tv/ 

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 
############################################# 

＜＜＜＜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 

南相馬市カンパステッカーが好評です。 

 

以前このブログで紹介した甲斐がありましたよ｡・°・(ノД

｀)・°(ｻﾒｻﾞﾒ) 

使い方も色々、中の人はこ

んな風に携帯に貼って皆

に見せびらかしてますよ

～ 

使用上の注意をお読みの

上、正しくご使用下さいね 

というところで、本日の活

動者数ですが 

 １４２人 （県２６内人 県外１１６人）ニーズ件数 １１件でし

た。 

そして、明日７月４日（月）の募集内容は 

☆活動件数  ９件６０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・展示作業 避難所の運営補助 仮設

住宅用布団の仕分け・配送 泥出し作業 放射線測定助手 網戸の

為の木枠製作 等となっております。 

注）あくまで７／３（日）に受け付けた件数です。翌日７／４（月）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。できれば午前９

時～午前１０時まで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。 

今日は日曜日なので、中の人は早く帰って録画しておいた 

「ニチアサ」観ますね～。それではみなさん、ｻﾖﾅﾗ､ｻﾖﾅﾗ

(^_^)ﾉｼﾉｼ 

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


