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““““6666 月月月月まとめてまとめてまとめてまとめてニュースニュースニュースニュース""""なのだなのだなのだなのだーーーー！（！（！（！（独断独断独断独断とととと偏見偏見偏見偏見））））    

        第一子第一子第一子第一子とととと猫猫猫猫、、、、時時時時々々々々    結婚結婚結婚結婚＆＆＆＆コラムコラムコラムコラム    

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。  2011/7/2(土) 午前 3:31 

http://blogs.yahoo.co.jp/pure_mamotec/37730319.html 

ものすごく暑いと思いきや、突然と豪雨に見舞われたり…… 

『やっぱ最近の日本はおかしいのかな？』と思う今日この頃で

あります。 

先日も長野で震度５強の地震もあったし… 

あまり神や祟り等を信じていないオイラもサスガに『地球が怒

っているのか』と思うくらい。 

西山クンも更迭されちゃったし、山本モナも昨日で引退。 

まぁオイラにとっちゃこの二人はどうでも良いって感じて(笑) 

あと巷で“空き菅"等と揶揄されている人も辞めそうで辞めな

い。 

一番の理由はやっぱボーナスでしょ一般議員と１００万以上違

いますからねー 

原発問題もなかなか解決しないのは地元出身者としとショック

だけれど、ヤフコメの住人達が口を揃えて『東電の役員は私

財を投げ出してでも保障しろ』みたいな事を書いているバカ

共達(笑) 根本的な事をまるで解っていない 

誰が悪者なのかが先じゃ無い。避難者達を考えるのが最優

先。 

そういや作業服に着替えるけど一度も被災地に来なかった奴

が大臣の椅子から外れたのは万歳でした 

〈以上、6月まとめてニュースでした〉 

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

意味意味意味意味        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 06 日(水) 00 時 17 分 58 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10944740141.html 

こんにちは、キャナです。 

最近、目が死んだ魚よりもひどい目をしていると言われます。 

…すみません、目が小さいのは生まれつきなのでそこツッコミ

なしでお願いします← 

 

しかもここのところ、眠気がひどいのでそのせい(であって欲し

い…)かもしれませんね。 

顧問の先生に『残り少ないんだから辞めたら？』的なことを言

われてしまいました。 

…えーと、私がここにいる意味は？ 

まあ、とりあえず、気を取り直してまた明日から頑張ります、誠

実に。 

先生の『論外グループ』にだけは入らないようにしなければ！ 

 

話は変わりますが松本さん辞めましたね。 

良かった 

会見のときに『私は被災された皆様を離れません』みたいなこ

とを言ってましたが、私なんか一人で『私は被災された皆様を

離れませ「結構ですー今すぐ離れてくださいー」』なんてこと

をテレビに向かって言ったり。 

あの人のいた意味ってなんだったの？って感じですが。 

と言いますか、政府がいる意味は何？ 

私には足を引っ張るだけ(日本と互いの党を)の機関にしか見

えないのです。 

…あまり政府についての話題は書きたくないな、と思っている

のですが、政府はあまりに酷すぎるので。 

 

明るい話題は…ないのか…(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７７７７月月月月４４４４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！  2011-07-04 19:27:36 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2f0cbd04ed5004

ef91c7c0a2bc26a2a9 

松本復興省大臣、アウトですね。お上の言うことを聞かぬ者に

は、お金は出さぬという事のようです。市民派の管総理、あな

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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たが決めた人事です、傲慢さが移るのでしょうか、それとも、

やけくそか？ そんな人に復興の手助けなどしてほしくない

ですね。残念ですが。 

 

息子達の新しい生活が仙台で始まりました。仙台といっても、

太白区と名取の境ぐらいのところですから、南相馬市から車で

１時間半ぐらいかな、途中高速を使ってですが、今無料になり

ましたから、少し助かります。 

 

横浜から民主党の代議士が来ました。私は会いませんでした

が、息子が会いました。福好再見が横浜のイベントに呼ばれ

た時に、知り合った方の紹介でわざわざ南相馬市まで会いに

来られたようです。なんでも協力するからと言っていたようで

すので、協力してもらいましょう。食品の放射能を測る機械をく

ださいと要求するように言っておきました。 

 

ある方のお話、野菜をもらいました。いつもこの時期に頂いて

います。生産者の顔がわかる野菜です。いつもなら安心して

食べていました。でも今年は違います、作っている場所を知

っているだけに、この区域は出荷制限が解除されているとい

っても、あの場所は放射線の値が高かったよなと思うと、せっ

かく頂いた野菜、食べるのを躊躇せざるおえないと、正直食

べれないと言っていました。 

内部被爆を防ぐためには、食べ物に気をつけるしかないです

よね、政府が今しなければならない事は、食物、特に野菜、

果物の詳細な情報取得のための作業が必要ですね。農家一

軒一軒の調査、検査をやらなくては、消費者は納得しないで

しょう。 

本当に安全だという、事例を作っていかなくてはこれからまだ

まだ大変な事になりそうです。 

 

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５５５５日朝日朝日朝日朝         2011-07-05 05:09:45 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/af06e15b025e3f

a664b87a142d1bffc2 

計画避難地域の飯舘では、一人１０万、赤ちゃんからお年寄り

まで、５人家族なら５０万円、７人なら７０万円、とりあえず半年、

入ってくるそうです。 

生活補償金なのかな？ パートで働いていたら、通勤に１時

間以上も掛かるのなら、働かなくてもいいかな、と思いますよ

ね。 

原発災害は恐ろしいです。じわじわと予想の出来ない事態が

起こり始めているようです。 

 

放射能の恐怖はもちろんですが、その保障によって、思わぬ

お金が入ってきています。当然といえばそうなのですが、助

かることも事実ですが、お金が人の気力や労働意欲をむしば

み始めているようで、心配です。 

お金の使い方って大事ですよね。企業にとっては、生き続け

ていくには、設備投資が必要です、企業にとって一番大事な

のは投資続けていくことです。人にとっては働く意欲が必要で

すよね。原発の災害で意欲まで無くしかけている町になって

しまっては、復興も出来ないですね。上手くお金を使う事を考

えないと、あぶく銭で終わってしまいそうです。 

 

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５５５５日夜日夜日夜日夜         2011-07-05 19:39:43 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f0097efe4aa66f

4d76cbe715b1d69ede  

内部被爆、怖いですね、ただ、あまりよくわからないから、どの

程度がダメなのかが知りたいですね。 

南相馬市市立病院に内部被爆の測定器が入ったそうですが、

と今日、聞きました。 

 

またひとつ企業が相馬市に移転します。小高、浪江、双葉の

地区の商圏が無くなったせいで、相馬市の拠点を移すようで

す。 

だんだん南相馬市から企業が相馬市に移ってしまうのでしょう

か。 

電気屋さん、忙しようです。エアコンの注文が多くて設置が間

に合わないようです。今まで窓を開けて涼風を取り入れてい

た涼しい地区な方たちが、今年は締め切っていなければなら

ず、エアコンを購入しているようです。 

当店のエアコンも買い換えて正解でした。去年は古いクーラ

ーで冷えが悪く、品物の痛みが早くて困りましたが、今年は２

台のエアコンで住隅々まで冷風がいくので、痛みも少なく、電

気代も節約できそうです。 

今、水に凝っています。天然水素水という、富士山の地下水

をくみ上げた水ですが、ちょっと高いのですが、この水を飲ん

だ時、明らかに他の水との違いがわかるほど、美味しかった

です。こんな水があるんだと、感動ものでした。のど越しが良

いというか、すうっと入ってしまう飲み心地で、なかなかのもの

です。 

天然水素水いろいろ、あるようですが、これはちょっと違うよう

だと思いますが。 

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

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

のののの二二二二    屋外編屋外編屋外編屋外編    

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
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報告です。  2011-07-04 10:07:40  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/f069c

001ad8652730b03ae6d2f3635f2 

会場の各店は ・・・ 準備完了です。 

  

  

 

 

 

 
「浜通り×さんじょう」交流イベント 当日（２日）です。 

ぞくぞくと集まる人・人・人 ・・・ 大盛況です。 

１０時３０分 ・・・ いよいよイベントのスタートです。 

三条市長のごあいさつ。 

いつもながら 温かく 三条市のこころが伝わります。 

・・・ 嬉しくなります。 

つづく 太鼓集団の勇壮な演奏は 

おもわず足踏みをしたくなるほどです。 

・・・ 勇気が出てきます。 

（手元にカメラを持っていなかったことが悔やまれます・・・す

みません） 

とりかこむ各店から 

美味しそうな香りが あたりに漂ってきます。 

お客さんが 各店に列をなして待っています。 

 

  

  

  

  

  

 

【番外編】 三条市長 気功法を体験する ・・・ です。 

市長さんは いちはやく私の「気功法体験コーナー」におい

でになって 

・・・ とても気さくな方です。 

いえいえ 私を拝んでいるわけではありません。 

香功（しゃんごん）という気功をしているのでございます。 

＊ 写真提供は ボランティアＴさんです。 
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交流ルーム「ひばり」 は 訪れる人が絶え間なく ・・・ 

相馬野馬追のＤＶＤ放映に魅入る人たち ・・・ 

「氷水が もう売切れなんですよ～」と 

担当する小高区のＹさんがヒメイをあげて 大忙しです。 

 

村長さんが 私を呼び止め 

「オレも丸太切り大会に出て 一汗かいて 

 すみません もうビールをご馳走になっています」 

・・・ とても満足げです。 

・・・ 大成功の一日でした。 

この場をお借りして ・・・ 

 「浜通り×さんじょう」交流イベントの成功は ・・・ ひとえに 

皆様のおかげです。 

★ 豊岡市のみなさま ・・・ ありがとうございました。 

★ 三条市役所 総務部 政策推進課のみなさん ・・・ 一番

ご苦労されたことを お世話になっているわれわれは よく知

っております。 

  ほんとうに ほんとうに ありがとうございました。 

★ 避難者の中から三条市役所の臨時職員となり 活躍され

ているみなさん ・・・ 

  南相馬市とのパイプになり また 広報活動に専念された

ことを誇りに思います。 ありがとうございました。 

★ 南相馬市役所から派遣されている遠藤さん ・・・ ありが

とうございました。 

  ぜひ 交流イベントの成功を南相馬市の方へ伝えて下さ

いね。 

★ 三条市のみなさま ・・・ 多数ご参加くださり ありがとうご

ざいました。 

  今後とも よろしくお願い致します。 

謝々 ！！ ・・・ 合掌 

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

あっくんとけんちゃんのあっくんとけんちゃんのあっくんとけんちゃんのあっくんとけんちゃんの緑緑緑緑ののののカーテンカーテンカーテンカーテン観察日記観察日記観察日記観察日記        

ゆっ太郎 (2011.07.04 11:17) 

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/3320.html 

南相馬市震災復興に取り組む農業者の会と Plant to Plant

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://plant2plant.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 【 相双 ゆ た ど さ 】 ： ゴ ー ヤ の 苗 で 緑 の カ ー テ ン

(2011.6.23：掲載) 

基本セットを購入し、夏至の 6/22 に付属のプランターへ移植

しました。 

  

  

半夏生の 7/2(土)、曇り 

ゴーヤの苗のプランターにホームセンターで購入してきた支

柱を組み合わせゴーヤのつるをまきつかせるためのこれも基

本セットに付属のネットを張りました。 

  
ところどころに小さな蕾をつけはじめたおらぃのゴーヤ。 

ネットいっぱいに蔓を這わせ緑のカーテンになる日が楽しみ

です。 

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


