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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２０２０２０２０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！  2011-07-20 05:05:50 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/cb24ba10c3b785

8e742fe7d42f55f0b9  

朝起きてテレビをつけると、ＮＨＫで原発の行程表ステップ１

について、東電、国はほぼ達成したそうです。自画自賛？ス

テップ２に向かって警戒区域をも解除できるように検討してい

くようです。発表するのは、東電、国の都合ばかりで、大事な

のは今まだどれだけ危険なのか？ 

これまでと、どれだけ危険が無くなってきているのか？の説明

がありませんでした。良いとこばかり発表しても騙されません

よこれ以上は。 

 

民主党政権になってから、なにか一つでも国民にとって良く

なったことってありましたかね？子供手当ぐらいかな？ 避難

している姪っ子が言っていましたが、子供２人いますが、避難

先の仙台市の保育園がいっぱいで仕方なく幼稚園の入れま

したが、一人月３万円、二人で６万かかります、南相馬市にい

れば、保育園が二人で１万かからなかったと聞いていました

が、この差は大きいですよね。 

 

家賃は補助してもらっていますが、それも２年間です、旦那さ

んは１時間少しかけて相馬市に通勤しています。南相馬市に

は帰れる時の為に今まで借りていたアパートがそのまま借り

てあります、だから、仙台の家賃補助されていても、内容は子

供の費用が余計に掛かっているとのことです。でも、今のまま

では、南相馬市には帰るつもりはないそうです。やはり放射能

の影響が特に子供達には心配でアパート引き払おうか迷って

いるそうです。みんな帰りたい気持ちは大きくあります、すべ

ては放射能がそれを阻んでします。 

国は避難準備区域を解除するのなら、その事をまず考えて対

策を示して欲しいものです。 

 

これからこの町はどう安全になるのか、まだなにが危険なの

か、を具体的に示していただきたいものです。 

 

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２０２０２０２０日夜日夜日夜日夜         2011-07-20 19:29:59 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f36e1a80601cb7

31a0c48384bd2f345e  

大雨です、台風の影響なのはわかりますが、ちょっといや

な感じの大雨です。この雨で放射能セシウム流れて海に行っ

てしまいますかね。 

建物や道路の除染になりますかね。そうなって欲しいと願

っていますが。 

 

人間の欲望５段階発展説というのがあるそうです。 

１、生存 まずは、生きるということ、どんなことがあっても生

きる 

２、安全 生きるためにはより安全な所で生活すること、か

つて祖先は洞窟で生活していましたね。 

３、集団帰属 一人よりみんなが集まって協力して生活する

こと、コミュニティーをつくって安心して暮らす 

４、愛、尊敬 集団で暮らし始めていくと、誰かに好かれた

い、尊敬されたいと思うようになってくる。 

５、自己実現 夢、目標、自分のしたい事、目指す事が見え

てきて。その為に努力すること。 

どんな災害にあっても、寿命が尽きるまで、生きなくてはな

りません。ひとりでは生きることはできません、まずは安全に

安心して暮らせる環境が必要です、そして、多くの人の助けを

頂きながら、時には力を貸すこともありながら、人々の行動に

感謝しながら、尊敬しあって、暮らしていくなかで、自分の夢

や目標に向かって行き続けるのです。 

 

安全、安心して働ける環境がいちばん人間にとって大事な

ことではないのでしょうか。 

 

 

 

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

嬉嬉嬉嬉しいことしいことしいことしいこと    二二二二つつつつ        

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。 2011-07-20 04:03:53  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/83818

4eec7ebdd5a4bc9b80fad20f698 

 
昨年 7月 わが家の庭から見上げる空は 透き通ってきれい

でした。 

 

昨日 嬉しいことが二つありました。 

 

まず 一つめ。 

このブログを 一人でも多くの方に読んでもらうには 

ツイッターでの発信もよいのでは 

・・・ と コメントをいただいておりました。 

ところが なにせ 70の手習いですから ・・・ 

ツイッターの何たるかさえ知らず 

・・・ 弱っておりました。 

それを知って 

わざわざ駆けつけてくれた三条市の若いお母さんから 

朝 ８：００～９：００ 

「 ツイッターのいろは 」から 説明・手ほどきを受けることが

できました。 

神妙にしてお聞きするのですが ・・・  

なにせ生徒の私のオツムは半分壊れかけていますからねぇ

～ 

・・・ ご迷惑をおかけしました。 

 

「 わからないことがあったら いつでもどうぞ ・・・ 」 

と アフターケアつきです。 

・・・ 嬉しいですね。 

 

二つめです。 

避難途中の山越えでは 三月なのに 

・・・ 雪が降っておりました。 

避難所の庭の その木々には一枚の葉もなく・・・丸裸でした。 

そして 4ヶ月 

・・・ 昨日の三条市は 熱中症を心配するほどの暑さです。 

青々としたその木々が・・・ちょっと 床屋さんにかかりました。 

何か誇らしげで  ・・・ 嬉しくなりました。 

 

 

 

三条市の夕日は 見事です。 

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

丸一食堂丸一食堂丸一食堂丸一食堂でででで””””土用土用土用土用のののの丑丑丑丑””””のののの日日日日        

CrosS (2011.07.21 02:06) 

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/3392.html 

こんにちは～CrosSです(*^▽^*) 

 

今日は土用の丑の日。 

相双では、美味しいうな重が食べられるお店が沢山あります。 

富岡町（押田） 浪江町（大坊）・・・ 

今日は「丸一食堂」さんのウナギを食べに行ってきました!!! 
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店内は昔ながらの常連さんで大変賑わっていました*´∀`) 

座る場所がなくて、奥にあるお座敷に案内してもらっちゃいま

した♪ 

畳の上で、扇風機を回し…すごく懐かしく感じます。 

お腹ペコペコの CrosS!!!さっそく”うな重”を注文!!! 贅沢

だ・・・・・ 

 

とっても柔らかいﾟ+.(´∀｀*).+ﾟ 

いつもスーパーで買ってきた安いウナギが普通だった

CrosS。 

こんなにも、違いが出るものなんですね!!!!! 

驚きました・・・・  ペロリと完食(*´∀`)ｱﾊﾊﾝ♪ 

土用の丑の日・・・しっかりとウナギパワーいただきました d（・

∀＜） 

  

丸一食堂さんでは「冷やし中華」も有名です☆ 

またミニ牛丼の他、ミニカレーやミニネギトロ丼!!! 

セットメニューにある「ミニ」シリーズ(*^▽^*) 

がっつり食べたい時はセットがオススメですよ(○´∀｀○)ﾉ 

 

やっぱり相双の冷やし中華は「マヨネーズ＆からし」の組み合

わせ!! 

冷やし中華の旨味を究極に引き出してくれちゃいます☆ 

CrosSも大好きな組み合わせ!!! 

相双地域の定番中の定番です。 

 

うな重と冷やし中華。  夏の食事で”元気”回復です☆ 

 

[メニュー] 

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

◆丸一食堂 

福島県南相馬市原町区本町 1-118 [地図] 

TEL：0244-23-2443 

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

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

第第第第 2222 回南相馬市復興市民会議回南相馬市復興市民会議回南相馬市復興市民会議回南相馬市復興市民会議のののの開催開催開催開催についてについてについてについて    

南相馬市ホームページ 

東日本大震災関連情報 （H23.7.21 10:30 現在） 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/i/k/ganbaruzo-min

amisoma.jsp ～『がんばるぞ！南相馬』事業のご案内～ 
 
 平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災及び東京電力

福島第１原子力発電所事故の影響により、壊滅的被害を受け

た南相馬市経済の復興を図るため、民間事業者等が南相馬

市の経済復興を主たる目的として実施する活動に対して、そ

の活動を認証し、認証した活動に対し、各種の支援を行いま

す。 
 
◇認証の対象 
南相馬市内に住所を有する民間事業者等（以下「事業者」と

いう。）が南相馬市の経済復興を主たる目的として実施する活

動で経済の復興に特に効果があると認められる活動。 
 
◇認証基準 
認証する基準は以下のいずれかに該当するものであること。 
（１）南相馬市のイメージアップ及び風評被害解消につながる

活動 
（２）南相馬市内で生産される産品を活用した、南相馬市の経

済復興に効果があると認められる活動。 
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（３）地域経済の復興に直接結び付く活動 
（４）その他市長が特に認めた活動 
 
◇認証期間 
認証期間は、認証の日から活動終了日までとし、最長１年とす

る。 
 
◇支援の内容 
認証した活動に対し以下の支援を行う。 
（１）ＰＲ支援 
 南相馬市のホームページに公開するなどのＰＲ活動を行う。 
（２）イベント用法被・幟旗等の貸与 
 認証受けた事業者が、復興活動を実施する場合に必要に

応じて法被・幟旗等の貸与を行う。 
（３）シールの配布 
 認証を受けた事業者が、復興活動として市内の産品を販売

する際に、商品貼付用シールを配布する。 
（４）報償金の支給 
 認証を受けた事業者が市外において、イベント参加、実施

等の復興活動を実施した場合は一事業者につき２回限り予算

の範囲内で以下の報償金を支給する。ただし、当該事業が市

の他の補助金等の対象事業となっている場合は、報償金は

支給しない。 
 
【市外復興活動開催場所】 
（１）福島県内（市外） 
・報償金額：２５，０００円 
（２）福島県外（隣接県） 
・報償金額：５０，０００円 
（３）福島県外（（２）以外の都道府県） 
・報償金額：１００，０００円 
 
◇申請方法 
「南相馬市民間経済復興活動支援認証申請書（様式第１号）」

に必要事項記載のうえ提出してください。 
※様式はホームページからダウンロードするか以下にお問合

せください。 
 
【窓口・お問合せ】 
  南相馬市経済部観光交流課 
  〒975-8686 南相馬市原町区本町二丁目２７ 
  南相馬市役所 西庁舎２階 
  電話：0244-24-5263  FAX：0244-22-3100 
Ｅ-mail：kankokoryu@city.minamisoma.lg.jp 
 
 

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

BS11BS11BS11BS11 のののの「「「「INsideOUTINsideOUTINsideOUTINsideOUT」」」」にににに３３３３回目回目回目回目のののの出演出演出演出演    復興復興復興復興へのへのへのへの提言提言提言提言    

森民夫の「ほっと一息」 ―長岡市長としての公務の合間

に「ほっと一息」感じたことをお伝えします―  

(2011 年 7 月 20 日)  

http://tamionet.com/blog/2011/07/2011-07-20-BS11.php  

7 月 19 日、BS11 の

「INsideOUT」に、３回

目の出演をしました。テ

ーマは、「東日本大震

災 復興への提言」で

す。 

 中越地震の際の集団

移転の実例の紹介を軸に、住民やコミュニティの復興への意

欲を引き出すことを重視した市町村の役割の重要性に言及し

ました。 

 

放映予定7月21日（木）22:00～22:55 BS11「INsideOUT」 

（編集より：放送済みですが再放送などあるかもしれません） 

 優れた集団移転を実

現するためには、行政

が計画を住民に押し付

けることを避け、住民が

自らの意思で決断する

まで時間をかけて待つ

ことが大切であること、

そのためには、現場を知らないメディアの批判をを恐れては

いけないということを強調しました。 

 同時に、この文脈の中で、復興が政治的対立に左右されて

いる現実を解消することが最も重要であることを訴えました。 


