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今日今日今日今日はははは色色色色々々々々とありましたとありましたとありましたとありました。。。。    

えび父さんの日記2011/04/04 22:40 

http://ebi.tou3.com/Entry/37/ 

４月４日・・・ 

今日は色々とありました。 

朝は普通に起きて、仕事の電話確認をして、とりあえず

召集がまだ無い事を確認 激動の一日は午後から始まり

ました。 

まず、えびの支援をして下さったJESさんから、昨日発

送したとのメールを頂いていたので荷物が入ってるかの

確認を、しつこいくらいにクロネコヤマトの相馬センタ

ーに確認のため電話しまくり 

しかし・・・・出ないｗ全然出ないｗ営業してるのは間

違いないのに電話に出ないｗ 

えび達が入ってる以上、なんとしても最速で受け取りし

たいが、荷物が来てるか確認できないと下手に動けな

い・・・・葛藤した結果、３日ぶりにシャワーを浴び 

（汚いって言わないで！家のボイラは灯油なんで、灯油

もなかなか手に入らないんですから） 

届いてるかわからないけど行くしかない！と決めて一路

相馬へ・・・ 

途中、あ！食材買いたいなと相馬市のスーパー

へ・・・・・・・ 

そこは、なんと！南相馬市とは別世界！刺身も肉も野菜

もある！！！！！！！！！ 

牛乳や卵、納豆は無かったけど、大好きな刺身を

GET！！！！！！！！ 

ついでに酒もと思ったけど、そこはじっと我慢の子・・・ 

なんせ、収入源が断たれてる以上無駄使いは出来ません 

買い物終了後、本来の目的地の相馬センターへ、荷

物・・・・届いてました！午前中に届いてた様です。 

無事に荷物を受け取り、いざ帰路へ、その帰り相馬から

少し海側に入った道を通ったのですがそこで目にした光

景は、もう、地獄としか言いようがありませんでした。。。 

見慣れた景色であるにもかかわらず、何もかもが違う世

界を見てるような、もう、何も無くなってました・・・・ 

絶対に海が見えなかったはずの道路なのに、海が見えて

た・・・・ 

船や車が転がってる、海から２～３キロあるはずなのに、

何でここに船が？ 

もう、目頭が熱くなって、自然と涙がこぼれてしまった。

でも、そんな状況でも光は見ました。 

津波の被害にあったはずの家に人が居たんです。しっか

り生活しているんです。 

必至に家の周辺の掃除をしている姿を見た時、このまま

じゃおわんね！ 

絶対に以前の町に戻したる！と決意を新たに固めました

よ 

 

そんなこんなで、無事に帰宅 

JESさんから頂いた箱を開封した瞬間・・・・・・涙が

ぶわっと 

ダンボールの内側に、大きな文字で「がんばれ」って、

もう、感動屋のえび父に泣くなと言う方が無理です。 

もうね、久しぶりに大泣きしましたよ  感謝しても感

謝しきれないですよ 

写真撮影して掲載する許可も頂いたんですが、デジカメ

嫁に持たせてしまった事に気付き写真撮れない・・・ 

でも、このダンボールは生涯の宝物として一生大事にし

ます。 

他にも、色々と支援物資も頂き、JESさん、本当にあり

がとうございます。 

特に・・・書いていいかわから無いけど、日本酒・・・・・

めっちゃ嬉しかったです！！！！！ 

じっと我慢の子にしてた自分への最高の贈り物だったか

もしれません（ﾏﾃ えびが一番だろ はい、えびが一番

でしたｗ あ、その里子に頂いたえびもすっごい綺麗な

子ですっごい慎重に水合わせして（３時間）目下温度合

わせ中です。 

 

で、最後の止めに、JESさんのブログに貼ってあった動

画を見て、震災後初めて泣き笑いしましたｗ 

ここまで来たらイケイケで一気に原発も収束させて一日

も早い復興の為に働くしかないなと本気で気持ちを改め

た一日になりました。 

 

以上で、えび父の個人的な日記は終わりにして 

今、日本の人が気になってるであろう、汚染水の海洋放
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出についてわかる限り書きます。 

正確な数字ははっきりわかりませんが、今、放出してい

る量と数字であれば海洋に対する影響はほとんど無いと

言って大丈夫だと思います。 

海洋を生活圏にしてる魚は、原発周辺にのみ生息してる

わけではなく、広い太平洋に居ますので若干の放射性物

質の取り込みはあっても、人体に影響が出る事は無いと

思って良いです。 

どうしても心配であれば、煮魚等にせず、身を焼いて食

べるとか、刺身等で食べれば問題ないです。 

放射性物質は蓄積するとなれば内臓に蓄積しますので、

内臓をしっかり除き水洗いしてあげれば今までと変わら

ずに食べても問題は無いと思います。 

それに、今言われている放水は、原発を収束させる為に

どうしても行わなければいけない作業なので非常事態な

んだから止む無しと言う気持ちで皆さんにも思って頂け

ればと思います。 

今日はほとんどニュースを見てないので、あまり情報を

流せなくて申し訳ありません。 

明日以降、召集がかかるまでは何か動きがありましたら

可能な限り情報を流していきますので今日のところはこ

の辺で終わりにしたいと思います。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

できることできることできることできること    

東北の関西人        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。 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10850893330.html 

2011-04-04 

昨日の写真は津波の被害 

私の家は津波にはあっていない 

うちは原発から20～30km圏内になった南相馬市だ 

政府の言う「自主避難地域」だ 

被曝の問題のある町だ 

 

町には少しずつ人が帰ってきているが 

子どもは見ない 

子どもだけじゃなく若い人を見ない 

もう死んでしまった町のよう 

でも 

まだ 

死んでいない 

ここで生きている人たちがいる 

だからできることを 

少しずつ始めていこう 

まずは 

今がんばって営業してくれている 

商店の応援を考えている 

私はDTP屋だから 

広告することが仕事だから 

それを生かして何かできればと 

 

受け入れてもらえなくてもいいから 

行動したいと思っている 

まずは自分がやらなければいけないこと（仕事）を 

そして自分の時間は人の為に 

それくらいのがんばりしかできないけれど 

登録登録登録登録    2011-04-04 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10851158044.html#main 

地元ボランティアに登録してきました 

主に物資配給の手伝いをしたり 

寝たきりの老人宅に 

物資を届けたり 

掃除したりが主な仕事のようです 

 

「エクセルは使えますか？」と 

聞かれたのだがあいにくマックユーザーなので 

「エクセルは使えません」と解答 

そのかわり印刷物全般なんとかしますと申告してきまし

た 

そして商店やお惣菜屋さん、薬屋さんに 

「 時から 時まで営業しています」と 

大きくプリントした紙を配ってきました 

これでどの店が何時から開いているのか 

分かりやすくなったらいいなあと思っています 

もちろん全商店回れたわけではないので 

これからも持ち歩いて 

見つけたところには配ってくるつもりです 

「ああ、こういうのがあると助かるわ」 

そう言われ、無駄じゃなかったと思えました 

 

ボランティアは毎朝ミーティングをするらしいので 

時間がある時には顔を出すつもりです 

一時帰宅していた義理の両親は 

今日また仙台に戻ります 

このままだと京都移住とかも考えているみたい 

それもありかなと思っています 

 

とりあえず皆が 

自分の判断で自分の責任のもと、動いている状況です 

私も一応の為の荷造りを始めています 

ポスターポスターポスターポスター    2011-04-04 
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http://ameblo.jp/morimarion/entry-10851158044.html#main 

私にできること… 

ボランティア団体のポスター作り 

 
お店の営業時間ポスター 

 
ダンナは留守になった友人宅の動物たちの餌やりに… 

残念なことに3割ほどは死んでいたそうです 

もうちょっと早く帰ってきていたらと悔やまれます 

でも終わったことを後悔してるヒマはありません 

 

明日も何かできるかな 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから４４４４月月月月４４４４日日日日    

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！  2011-04-04 18:40:04 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/3ac35748e9a9e4027175fa7777

379af 

今日も怒涛の一日でした。一番大変なのが商品の仕入れ

です。月水金と全日食の商品を相馬市まで取りに行って

いいるのですが、今日は沢山の商品が来たと連絡をうけ

て、いつもは軽トラ２台で行っていたのですが、それで

は一回で無理だと言われ困りましたが、原町市場の配達

トラックが相馬、新地に行っているとの話を聞き 

連絡したら、帰りに持ってきてくれることになり、大変

助かりました。みなさん協力してくれます。 

明日からはパルティールさんの焼き立てパン販売始まり

ます。原町製パン屋さんも営業されてます。 

ガソリン店も今日は８店舗で営業してました。待ち時間

ほとんど無しで給油できました。 

病院も総合病院の市立、渡辺、外来が始まりました。美

容室、床屋、飲食店、（嬉竜さんも間もなく始まると連絡

ありました）続々再開中です。車の修理屋さんもです。

（隣りの日通さんも営業中）これで屋内退避はナンセン

スです。家族を離れ離れにしてほしくないですよね、皆

さんもう少しです、頑張りましょう。 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

テレビテレビテレビテレビをみるのがつらいをみるのがつらいをみるのがつらいをみるのがつらい    

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。  2011-04-04 15:09:57 

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/e6e78fd169d8efa3f

11ddfc5a1019aa2 

 

深夜２時すぎ ・・・ 暗いロビーの椅子で独り考え込

む老人。 

「あぁ ねむれなくてなぁ ・・・ 」 

そっと 涙をぬぐった。 

 

家を流され 

田畑を流され 

家族を流され 

・・・ 思い出のつまったふるさとはあとかたもない。 

 

私の育った実家も流され いまはありません。 

正直・・・今は こくめいに映し出すテレビをみるのが

辛い。 

あげくは 放射能で汚染され ・・・ 。 

 

テレビを視ていた人がつぶやくのを聞いた。 

「 ・・・ なにが専門家だ！ ・・・ 」 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

南相馬市北泉海岸南相馬市北泉海岸南相馬市北泉海岸南相馬市北泉海岸    

相双ゆたどさ  ゆったりが、どっさり。 ～ふくしま相双～ 

 (2011.04.04 04:20) 

http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/2603.html 

南相馬市原町区北泉 
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東北電力火力発電所（2011.4.3撮影） 

 

 

北泉海水浴場（2011.4.3撮影） 

 

 

はらまちシーサイドパーク（2011.4.3撮影） 

 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

【【【【南相馬市役所情報南相馬市役所情報南相馬市役所情報南相馬市役所情報】】】】    （掲載許可済：H23.4.4 20:00 現在） 

郵便物郵便物郵便物郵便物・・・・ゆうゆうゆうゆうパックパックパックパックについてについてについてについて    

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/shinsai-k.jsp?mid=1&sid=25&jud

ge=s    

●郵便局の営業再開について 

4月4日から、『原町南町郵便局』 

『原町本町郵便局』の2店舗が営業を再開しました。 

・営業時間 

金融9：00～16：00 

郵便9：00～17：00 

※郵便は受付のみとなっております。郵便配達は行いま

せんので、ご注意ください。 

 

●南相馬市への郵便物・ゆうパックについて 

現在、南相馬市内に郵便物やゆうパックを送ろうとして

も、運送便が動いていないため、市内には届かない状況

です。 

但し、鹿島区内（鹿島・上真野局）の郵便物は、一部の

地域（川子、塩崎、大内、烏崎）を除き配達を再開しま

した。 

 

●相馬支店での受け取り 

相馬市内には運送便が来ていますので、次のあて先に送

っていただければ、窓口で受け取ることができます。 

・〒976-8799 

郵便事業相馬支店止（相馬郵便局） 

※窓口で受け取る際には、免許証・保険証などの本人で

あることを確認できるものが必要です 

 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

■小澤小澤小澤小澤様様様様よりよりよりより「「「「長野長野長野長野県県県県飯田飯田飯田飯田市市市市内内内内のののの南相馬避難所関連南相馬避難所関連南相馬避難所関連南相馬避難所関連情報情報情報情報」」」」    

３町村で７名が就学予定 

（４月１日の南信州新聞から）南相馬市から避難されて

いる就学対象の８名の対応について、飯田市、松川町、

下条村は支援を発表しました。飯田市は、川路小学校１

年生１名。丸山小学校４年生１名５年生１名。竜峡中学

校３年生１名。下伊那農業高校２年生１名が就学するこ

とになった。（以上）○学校が始まるのは５日から６日だ

そうです。飯田下伊那の桜も咲き始めてきました。次回

は桜の花の写真も添付して送ります。 

 

■編集編集編集編集よりよりよりより「「「「新潟県長岡市新潟県長岡市新潟県長岡市新潟県長岡市内内内内のののの南相馬避難所関連南相馬避難所関連南相馬避難所関連南相馬避難所関連情報情報情報情報」」」」    

4月 4日の昼間、長岡市北部体育館の避難所で近くの北

中学校の生徒のブラス演奏が行われていました。 

（新聞配達時にパチリ：二階席で演奏） 

 


