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今日今日今日今日はははは東電東電東電東電からからからから…………    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。  2011-07-15 

http://ameblo.jp/morimarion/entry-10953626567.html 

仮払いの書類が着た 

東電だけが悪いわけじゃないこれは天災がもたらした災害だ 

今も社員（下請けさん？）さんは一生懸命がんばってくれている 

現場にはすごく感謝している お礼をいいたいくらいに 

 

でもお金より何より返して欲しいものがある 

国と一緒になって悪巧みする前に 

損得勘定をする前にしなくてはいけないこと 

目の前の生の人間の声を聞いて欲しい 

声が届かないと悲観して亡くなった人もいる 

とてもやるせないことだ 心に傷みがあるのなら 

まず人命を 動物たちの命を 

農業、畜産業、漁業の人達の絶望感を 

 

知って欲しい何が悲しいか 

わかって欲しい何を奪ったか 

救って欲しい人々を悲しみの沼から 

判っているはず  いくらいに感じるはず 

そう信じたい  じさせて下さい 
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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１９１９１９１９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！  2011-07-19 05:17:48 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/d516bf94ad0c1e

8b9571877b02c12a3d  

そういえば、震災後。しばらくして店を再開し営業しているとき

に、地物のタケノコが市場に出てきました。大丈夫か？と皆で

言っていましたが、市場でも出荷制限が掛かっていないとの

ことで、販売していました。県の農業関係の所にも電話して確

認しましたが、出荷制限はしていないとのことで、返事をいた

だいたので、大丈夫なんだという認識でいました。あのころは

放射能の危険なことの認識や知識が皆薄く、どう対応したら良

いのかわからない状況のようでした。肝心の行政の指導が徹

底していなかったのも事実だと思います。 

 

その後、いわきのタケノコから基準以上のセシウムが検出され

たとの報道があり、ここは大丈夫かと言いつつも、タケノコは

市場に出ていました、そしてすぐに隣りの相馬市からのタケノ

コからも検出されたと報道があり、これはまずいと、市場では

自主的にタケノコの販売をやめました。その後しばらくしてか

ら、南相馬市のタケノコからも検出され出荷制限が掛かりまし

た。 

行政の対応を見ながら、危険を判断していたのでは、遅いと

いう事に、この時気づきました。今では、これほど放射能が広

い範囲に降り注いでいたことがわかりましたが、あの時にもっ

と早く政府が放射能の野菜、作物、への汚染の情報を出して

いたのなら、販売することも無く、危険を防げたのに、これも人

災ですよね。これでは私も加害者になってしまいます。 

 

当時、タケノコご飯を作って食べました。東京にいる息子にも

作って送ると言って家内が作ってパック詰めにして送ろうとし

ているときに、タケノコの出荷制限を知りました。どうだろう、ダ

メかな、でも俺たち食べたよな、このタケノコどこのだっけ、山

側でなく海の方だから大丈夫かな、でも内部被爆が心配だか

ら、送るのはやめよう。そんなやり取りがありました。 

そして、市場に県の係の人たちが来ましたが、いう事がタケノ

コはセシウムを吸収しやすいから危険だと言いました。どうし

て、検査する前にでも、そういった情報を出さなかったのか、

セシウムを吸収しやすいと言っていただいていたのなら、早く

に自主的に販売などしなかったと思います。 

 

今、牛肉が騒がれていますが、多分このことと、同じですね。

行政に知識も配慮も繊細さも無く、食の安全についてこれほ

ど無責任では、どうしようもないですね。 

 

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がそのものではありませんがそのものではありませんがそのものではありませんがそ

れぞれのれぞれのれぞれのれぞれの立場立場立場立場でのでのでのでの本音本音本音本音がががが書書書書かれていますかれていますかれていますかれています。。。。同じ被

災者・市民同士の生の意見として参考にしていただ

ければ幸いです。 

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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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１９１９１９１９日夜日夜日夜日夜         2011-07-19 19:39:51 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/0d356a341af218

8dc8f50f82086b05b8  

近くに避難所になっている、学校があります。そこでボランテ

ィア活動をしている方から話を聞きました。 

この避難所には、小高区の方たちと浪江の海側に住んで

いた方たちが避難しているそうです。もう４ヶ月になる避難所

生活では、いろんな事があるそうです。最近では、朝はパン、

お昼と夜は弁当の食事では、飽きてしまい、また炊き出しに多

くの団体が来ていただいているそうですが、最初のころは有

難く美味しくいただいていたそうですが、これもやはり、プロ

の味だったり、外食のような食事だったりのように感じてきて、

あきているようです。 

贅沢を言っているわけではありません、やはり皆さんご家庭

の味に飢えているようです。 

市からは、避難所から出るように言われているようですが、皆

さん今はお金が（仮払金など）入って少しは余裕があるそうで

すが、この先の見通しが立たないから、出るのを躊躇している

ようです。 

今年はスイカが高騰しています。やはり暑さのせいですが、

こんなに高くなるのは近年にないと思いますが、福島産のミス

ピーチ桃、放射能検査ではセシウムは基準以下で問題はな

いようです。一安心ですが、このまま『あかつき桃』が７月下旬

から出荷が始まりますが、買っていただけるでしょうか。毎年

当店から送っていただいているお客さんも気にしていました

が、何とかなりそうかな、これだけ暑い日が続けば甘さは抜群

に甘くなるのは間違いないのですが、安全が保障されても、

どうなるか心配です。 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市をををを政治政治政治政治のののの道具道具道具道具にににに使使使使わないでわないでわないでわないで欲欲欲欲しいしいしいしい        

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。  2011-07-16 17:42:07  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/01582

e57032131d0a9b358c17543360f 

 
昨年 7 月 わが家の庭で 

私の故郷 南相馬市は ・・・ 複雑です。 

警戒区域（福島第一原発から半径２０ｋｍ圏内） ・・・ わが家

は 14ｋｍです。 

計画的避難区域（警戒区域の外で年間積算放射線量が２０ミ

リシーベルトを超えそうな地域） 

緊急時避難準備区域（２０～３０ｋｍ圏内のうち計画的避難区

域を除くほとんどの区域）   それ以外の区域 

そして特定避難勧奨地点も設定される可能性があるとなって

います。 

よって南相馬市は政府と東電が・・・将来的に市民を犠牲にし

ても・・・なんとしても利用したい格好の市町村というわけで

す。 

南相馬市長は 早々と緊急時避難準備区域の 30ｋｍラインの

緩和を政府に訴えていることを明言していましたが ・・・ そ

の理由が ・・・ いまひとつ 理解できません。 

 ・・・ というより、お粗末過ぎます。 

今回 全避難者に呼びかけた南相馬市長のメッセージの一

節に・・・『 ・・・ 私たちは、震災前の“活き生き”として日常生

活を取り戻すために、政府が進めようとしている「緊急時避難

準備区域」などの規制緩和措置が“いつ、どのような形”で行

われても、市民生活に混乱が生じないような対策を実施しな

がら、安全・安心を基調とした南相馬市の復興計画をとりまと

めていくよう進めております。 ・・・ 』 とあります。 

そこで 

世界的に有名なわが南相馬市長にお尋ねしたいものです・・・ 

いつから 政府が南相馬市を治めるようになったのですか。 

そもそも 南相馬市長は 市民生活が混乱するようなことを政

府に訴えておられたのですか。 

規制緩和措置は 本当に市民の安全・安心となるのですか。 

放射能汚染に関して勉強不足であり、慎重さを欠いているの

ではありませんか。 

そして 何ゆえに ・・・ 

今になって ・・・ ことを進めることを急いでいるのですか。 

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

大切大切大切大切なななな思思思思いいいい出出出出のののの品品品品々々々々をををを持主持主持主持主のののの手元手元手元手元へへへへ        

ゆっ太郎 (2011.07.19 11:58) 

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/3388.html 

3.11 の震災・津波から 4 ヶ月が経ちました。 

同じように、震災・津波の大きな被害を受けた他県の地域は、

興への歩みを次第に深めていく中「あの時は、実はこうでし

た」と 4 ヶ月前の情報を、やっと聞かされ実害をふりまかれ続

けている東京電力原発災害収束を待ち放射性物質の除染の

方策もたたないままの焦燥の毎日を繰返し過ごさせられてい

ます。 

そんな中、津波で流されてしまった、大切な思い出の品々を 
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できる限りの努力で洗浄し、乾かし、修復し持主の手元へお

返ししようと被災された方々、有志ボランティアの皆さんが心

を込めた活動を続けていただいています。 

相双地域の海岸部で発見されたこの大切な思い出の品々

が持主の手元に返るのを待っています。 

  

この大切な思い出の品々の展示会場となっている南相馬市

の馬事公苑を管理されている方からこのブログを読んでいた

だいている方々へのお願いです。 

「遠くの避難先から来れない市民も多く 沢山の写真等々が持

ち主を待ち続けています。 

 津波で家々が基礎部分だけしか残っていない家屋も多く 唯

一の記念の、思い出の品々なのです。 

 是非、展示場にお立寄り頂いて お知り合いの方々の写真

等々を見つけられましたら 「持ち主」の方々へお送り頂けれ

ば幸いです。 

 展示場へいらっしゃる方々は、震災より 120 日以上も時が過

ぎ やっと落ち着いた生活を始められた人  また、家族を亡く

された人  車で津波にのまれたが助かった人、 それぞれに、

いろんなお話をされて行きます。 

 ここを訪れる方々は、一度訪れた方々からの知らせがあって、

来ているのが実態です。」 

【相馬市役所】(URL： 

http://www.city.soma.fukushima.jp/) 

  TOP ページ→[被災に関する情報]流出した写真や位牌な

どを公開しています 

【南相馬市役所】(URL： 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/) 

  TOP ページ→東日本大震災関係情報 

  ・津波被害により流出した写真等の縦覧について→・津波

被害により流出した写真等の縦覧について 

【浪江町役場】(URL： 

http://www.town.namie.fukushima.jp/) 

  TOP ページ→東日本大震災関連情報 

  思い出の品 展示・引渡し会場の移転について 

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

＜＜＜＜原町区原町区原町区原町区＞＞＞＞７７７７月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（月月月月））））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  

2011-07-18 17:11:01 

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10957366939.html

いやー、今日のなでしこＪＡＰＡＮの活躍はすごかったですね 

そして、なんと優勝ですよ、優勝！ 

日本人がサッカーで世界の頂点に立つ日が来るなんて、思っ

てもいませんでした。 もうホント彼女たちには「生きる勇気」を

貰いました。  ありがとう！なでしこＪＡＰＡＮ！ 

というとこで、今日の活動報告です。 

今日は【ボランティア数】 １０５人（県内１２人 県外９３人） 

【ニーズ件数】１１件 でした。 

そして、明日７月１９日（火）の募集内容ですが 

【活動件数】１６件１００人程度のボランティアさんが必要です。 

【活動内容】 がれき撤去 泥洗浄作業 流出物の洗浄・展示

作業 避難所運営補助 仮設住宅用の仕分け・配送 日曜雑

貨の袋詰め 木工遊具組み立て補助 等となっております。 

注）あくまで７月１８日（月）に受け付けた件数です。  翌日７

月１９日（火）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

く場合もあります。出来れば午前９時～１０時までに受付して

いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。 

今日は久しぶりにボランティアさ

んの活動中の様子をご紹介い

たします。 

泉地区での側溝の泥出し作業

の様子です。 

重い蓋を一枚一枚持ちあげて

泥出しをしていく大変な作業で

す 

みなさん、ありがとうございまし

た。 

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

【【【【    命命命命をををを預預預預かるかるかるかる仕事仕事仕事仕事ということということということということ    】】】】    ヨシユキ副園長 よ

つば青雲ブログ  2011 年 07 月 16 日 

http://yotsuba-ho.seesaa.net/article/215080090.html 

 『なぜあなたは子どもの命を守るのが仕事なのに、そんな放

射線の高い危険な場所に住んで、しかも保育園を開いて子ど

もを預かっているのですか？』と問われたり今すぐにでも子ど

もをこの地から避難させてください。』と言われることがありまし

た。 

なるほど、ごもっともな話です。正しい…かもしれません。 

でもなぜか、今の私にはそのような問いかけや提案は、全く

響いて来ないのです。 

人の生き方は、所詮は自分が決めること…と考えていることが

根底にあるからなのかもしれません。 

今回の原発情報について、様々な情報が飛び交っています
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が、何が正しくて何が間違っているか、どの基準値から安全

で、どの基準値から危険なのか…それを決めるのは、結局自

分なのです。 

もちろん、管理者である以上リスクに対しての管理意識は高く

あるべきと思ってはいます。 

…が、現実にこの南相馬市に生きていこうとする家族に対し、

「危ないんだから、ここには住まないで子どもは連れてこない

ほうがいいですよ。」と言う気持ちには全くならないのです。 

“ここで家族で生きていく”と決意し、前向きになろうとしている

保護者に対し、私はやはり支援していきます。 

危険から逃げて、その危険が自然に、あるいはその危険に自

ら身を置いてその危険を除去しようとされている方を眺めなが

ら危険が無くなるのをただ待つのは、イヤなのです。 

やはり、危険を除去する立場を選びたいと思うのです。 

これは立場というよりも、性分と言ったほうがいいかもしれませ

んね。 誰だって、自分や、自分の大切な人を危険に晒した

いなんてことはありません。 

危険からは少しでも遠ざかり、安心したいものです。 

…でも、それは“生きていく”ことや“社会や会社における役割

や使命を果たす”こととは必ずしも同じベクトルを向くとは限ら

ないということなのです。むしろそれは対極的なものであるこ

と。だから、みんな悩み、葛藤するのです。 

悩み、葛藤した末に決めたこと…その結果が『地元南相馬市

に家族みんなで生きる』ということであるならば、私はそれを

支持し、支援したい。 

もちろん、遠方に避難することを選んだ方を非難するものでも

ありません。 

では、私のできること…私でなければできないこと…それは、

ここに生きようとしている方が、安心して子どもを預けられる環

境を作り出すこと。さらに、取り巻く危険のレベルを下げていく

ことです。 

家族を守ること…それは、危険から逃げるよう説得することで

はなく、親が安心して仕事ができるよう環境を整えたり、危険

を早期に除去する活動をすることなのだと、そういう選択肢も

決して間違っていないのだと思っています。 

最近は、遠方から毎週末ボランティアにやってくる若者や一

線を退いた方々が数多く見られます。 

そんな方々とお話をするたびに、胸が熱くなります。 

だからこそ、地元に住んでいる人が、地元のために動かねば

なりません。たくさんの方々が、南相馬市で生きている家族を

応援しています。 

生きることとは、毎日を精一杯生きること。 

もちろん 30 年先の未来も大事です。 

でも、お父さんが南相馬市で単身で働き、お母さんと子どもが

遠方で避難している。 

こんな状況が何カ月、いや何年も続くとするなら、30 年後の

未来と秤にかけたら果たしてどちらが幸せなのでしょうか? 

特に乳幼児をお持ちの家族にとって、離れて暮らすことの辛

さは相当なものです。 

親の精神状態も不安定になり、子どもの精神状態も健康状態

も不安定になるならば、多少の危険があったとしても、家族一

緒に住みたいという気持ちを優先させることは間違っていると

は言えません。 

この大震災が、家族を見つめなおすいいきっかけになったと

いう保護者もいます。 

危険に対し、家族みんなで立ち向かっていく…そんな家族を

私は応援しないではいられません。 

『自分が人のために何ができるのか?』それを問うている人は

この世に山のようにいます。実際、動いている人もたくさんい

ます。動きたくても動けないひともいるでしょう。 

動かず、考えているだけの方もいらっしゃるかもしれません。 

それでも、現地に来てみてください。 

現地で生きている家族の話を聞き、涙を見て、感じてください。

そうすれば、私の伝えたいこと、少しだけでもわかってもらえ

るかなと思います。 

当園の臨時保育園(30 キロ圏外)である『なかよし保育園』。 

支援物資を直接お持ち頂いたり、ボランティアでおいでにな

ったりした方はあまりに元気で、そして笑顔満開の子どもたち

を見て、驚きます。 

『子どもってタフですよ』と私は言います。うちの園の家族はみ

んなタフですが…。はは。この大震災が、子どもをそして家族

を強くしているのだと最近つくづく思います。 

いいチャンスもらったね。とか言いながら、前向きに生きてま

すよ。 

家族の絆、園と家族の絆、社会との絆が強くなっている…そ

れが、目に見えるのがとてもうれしく感じるのです。 

 

とくに、当ブログをお読みになり、賛同いただいたたくさんの

支援者の皆様からのご支援。  改めて感謝申し上げます。 

皆さんに励ましてもらうことで、私たちは前向きになってこれま

した。やはり、人は励まし、励まされ合って生きていけるのだと

思います。 

これからも少しでも気にかけて、気にかけ続けていただけたら、

うれしいです。 

せっかくのご縁、大事にしていきたいと思っています。 

賛否両論あるかもしれませんが、これからも情報発信をし続け

ながら、現地で生きている家族や子どもの力強さを伝えてい

きます。 


