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南相馬ブログ新聞
http://mignonpics.web.fc2.com/RencontrerMignon/Ren
contrerMignon.html （編集より：団体ホームページ）
http://mignonpics.web.fc2.com/RencontrerMignon/Don
ation.html （編集より：寄付のお願い・方法のページ）

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
は個人の
個人の意見であり
意見であり公
であり公のものではありませんがそ
れぞれの立場
れぞれの立場での
立場での本音
での本音が
本音が書かれています。
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。

動物たちに寄付をお願いします。
私が保護していた動物たちはほとんどミグノンさんでお世話
になりました。直接お会いした方々もとても真摯で優しい人た
ちでした。
動物愛護団体としてボランティアで必死に恵まれない動物た
ちのことを考えてくれている素晴らしい団体だと思っていま
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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動物たち
動物たち…
たち… 東北の
東北の関西人

夏の醍醐味

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 25 日(月) 01 時 32 分 38 秒
http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10964297999.html

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。 2011-07-24
http://ameblo.jp/morimarion/entry-10964052325.html

人もだけど…
話せない動物たちが被災している
痩せこけた馬
野良になった猫
ひたすら飼い主を待ちわびている犬

こんにちは、お久しぶりです。
キャナです。
夏休みに入った私ですが、夏休み気分が全くありません
(￣▽￣;)
…部活があるからか…
部活では毎日厳しいレッスンをうけているものの、楽しく部活
を過ごしています。
…そのあとは 5 時間ぶっ続けで塾の講習会なのですがね…
夏休みでの唯一の楽しみはやっぱり全フェスですね。
あと 13 日です 2 週間きりました 楽しみだなあ～

私はこうやって声に出して
ネットを通じて発言できるけれど
無言の叫びも忘れないでほしい
彼らに代わって言いたいこと
「ぼくらにもわたしらにも 3 月 11 日までの生活を返して」
「餌をちょうだい 水をちょうだい」
「大好きな飼い主に早く合わせて」
「安心できる環境で暮らしたい」

それはともかく 夏、といえばやっぱり野馬追い！！
今年も見に行きたかったなあ… 今年は特に行きたかっただ
って 1700 年(でしたよね？)続くお祭りですもん。
これだけは南相馬は負けないお祭りですから観光客は万超
えますしね。 今年は少なかったんだろうけど…
ああ…たくさんのお馬さんや騎馬武者の方々を早くみたいな
あ。
……だって南相馬市民ですから。

忘れないでください
話せない彼らのことを
今も悲しい目をした彼らのことを
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２５年前に起こった原発の事故の本当の真相が明らかにされ
た番組でした。
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南相馬市から
南相馬市から７
から７月２２日夜
２２日夜 サイヤ社長
サイヤ社長の
社長のブログ
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！ 2011-07-22 19:20:56
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/c916c2b15f94b4
adaff767ef05f1d3f0

今まさに、同じことがこの日本で行なわれていないか、心配
です。
パニックになるから、事故の情報を外に出すな。チェルノブ
ィリ原発事故の最初に関係者が行ったことです、パニックにな
っているのが、自分達だという事がわからないようでした。な
んだか日本でも、同じような事を官房長官が言っていたように
思いますが。

最近、よく私のブログを避難先で見ていましたと、言っていた
だくお客さんが増えています。新潟に避難していた方たちの
ようです。
長岡のＮＰＯの方たちが、避難先の人の為に、ブログ新聞を
作って配布していたので、その新聞に載っていたと言ってい
ました。
震災当時、南相馬市の事がわからなかったのを、私のブログ
を見て、市内の情報がわかって、助かったと言っていただきま
す。

事故原因は設計ミス、しかし原発は安全だと信じて疑わな
い気持ちが結局、大参事をまねいてしまいました。
『秘密主義は大参事を起こす』これが結論でした。わが日本
はどうでしょう、今まだ、政府が秘密主義を続けているのなら、
まだまだ原発の被害は拡大し継続し続けることでしょう、その
被害を受けるのは、私たち国民です。
牛の内部被爆から牛肉の問題がおきていますが、他にも波
及しないうちに、政府は正しい情報を国民に知らせて欲しい
ものです。

思わぬことろで、お役にたてて光栄ですが、私のブログを見
つけて、届けていただいた、長岡のＮＰＯの方たちこそ、大し
たのもです。
皆さんの知りたい情報を集めて、提供するという事の大切さに、
気づいて実行する事こそ、震災で不安な方たちの力になった
ことでしょう。
いろんな所で、いろんな形で、いろんな人たちが、助け合い、
協力していただいています。有難い事です。
（編集より：、長岡市に避難されていたあの方々が南相馬市に
帰られたという事がよく分かり、また、私達の活動も届いている
ことや様々な人の輪が広がっている事を知り感激です。皆様
ありがとうございます。）

南相馬市から
南相馬市から７
２４日夜
から７月２４日夜

2011-07-24 19:19:43
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f8f6f9fe4760b3
93713064fadce8273c

今日、お店でこんなことがありました。あるお客さんが買い
物をされ、レジで一言、被災証明を出したら割引か何かのサ
ービスありますか？
と聞かれて当店の従業員困って私にＴＥＬしてきました。私
もそれを聞いてしばし絶句、しかし当店では想定外、何も考え
ていなかってので、申し訳ございませんが、今はまだそういっ
た事はおこなっておりません。と従業員に指示しましたが、ど
うしましょうか？

南相馬市から
南相馬市から７
から７月２３日朝
２３日朝

2011-07-23 05:01:53
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/31a92d3e35de66
c2cd3257ea485d9091

『チェリノブィリ』の真相
一昨日の深夜、ＮＨＫＢＳでイギリスのＢＢＣ製作のドキュメ
ンタリードラマを放送していました。
キェリノブィリ原発事故の２年後に事故の原因を検証した番
組でした。

『被災証明』この紋所が目に入らぬか？ どこに行っても、
これを使えば少々のわがままなら聞いてもらえるのでしょう
か。
多分、避難先でとても良くしていただいたのだと思います。
周りの方たちが理解ある方たちだったのでしょう。

まさに、パニックするエリート、何も知らされない住民、情報
を隠そうとする政府、何も知らないうちに被害を受ける住民、
その中で自己犠牲いとわず原発のさらなる爆発を止めるべく
命を懸けて作業する現場の作業員、消防士、そして、さらに真
相を隠そうとする関係者、それに留まらず、原因を作業員の
せいにしようと、偽りの報告書を作るべき奔走するエリート達、

いよいよ、（災害ユートピア）状態に？
隣りの相馬市の人口が７万人になったそうです以前は３，８
万人、南相馬市は３，５万人、以前は７万人しかし、住民票は
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そのまま、相馬市も住民表の人数は変わらないとの事、何か
歪な状態に二つの市が変化しています。

国の様子をうかがうだけにとどまらず ・・・
誤った判断と施策で
子どもの命と未来を ・・・ ないがしろにしています。

当店の駐車場に柿木があります。たわわに柿の実が沢山
実っています。秋には食べる事が出来るでしょうか？

少しでも 世論を動かすしかない現状に
この年寄りは
もどかしさ と 怒りを ・・・ 感じているのでございます。
どうぞ 心あるみなさま ・・・ 力をお貸し下さいな。
#############################################

＜原町区＞
原町区＞７月２４日
２４日（日）活動報告
南相馬市災害ボランティアセンター
南相馬市災害ボランティアセンターの
ボランティアセンターのブログ
2011-07-24 17:35:34

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10962723
353.html
「相馬野馬追い」開催中ということもあって、
事務局には、朝から懐かしい方々が来てくれました。
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悲しい現実
しい現実
負けてらんにぇ！
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！！
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。 2011-07-24 10:53:16
http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/d36cb
9200f16c46f01817ffd23d28618

「野馬追い」見物を兼ねて、かつて活動した皆さんと同窓会？
するんだとか(笑)
皆さん、楽しんで下さいね～o(^-^)o
さて、今日の活動報告です。
今日は
【ボランティア数】９８人（県内９人 県外８９人）
【ニーズ件数】１０件 でした。
そして、明日７月２５日（月）の募集内容ですが
【活動件数】１２件 ７０人程度のボランティアさんが必要
です。
【活動内容】泥出し作業 家財出し作業 流出物の洗
浄・展示作業 避難所運営補助 物資の仕分け作業 宿泊所
運営補助 ニーズの聞き取り調査 等となっております。
注）あくまで７月２４日（日）に受け付けた件数です。翌日７月２５日
（月）に新たに依頼を受け増える場合もあります。雨天の場合、屋外の
作業は中止です。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。今日でアナログ放送が終わるん
だとか。自分はまだテレビ買い換えてないです。
福島県のアナログ放送が終了するギリギリまで待って、
きっと値下がりしてるだろう型落ちのテレビを安く買うつもりで
す(笑)
えっ！セコイ！Σ(ﾟдﾟ;)
「買い物上手」と言ってほしいでつ(￣ー￣)ｷﾘｯ

雪のふくしま
事実を知るにつれ
真実を知るにつれ
・・・ ますます 申しわけなく思います。
水俣公害の顛末を見てきたはずの この年寄りが
遠くに避難していて ・・・
福島では
すでに 積算被曝量が「年間１ミリ」を超えた児童・生徒が
相当数いることは間違いない ・・・ という事実です。
住民を直接守るはずの県が 市が
3
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【お知らせ】
らせ】

【宿泊場所】 原町第二中学校体育館
【住 所】 原町区桜井町１丁目１５２
【連絡先】 『災害復興支援ボランティアねっと』
【施設管理責任者】 松 本
【電話・直通】 ０２４４－２２－４２７８
【地図】http://maps.google.co.jp/maps?hl=ja&tab=wl

南相馬市災害ボランティアセンター
南相馬市災害ボランティアセンターの
ボランティアセンターのブログ
http://ameblo.jp/minamisoma-svc/

皆さまのご協力の下活動してまいりました「南相馬市災害復興
ボランティアセンター」は、
８月１日より
「南相馬市生活復興ボランティアセンター」と名称変更し活動
を続けていくことになりました。
詳細については、８月１日公開予定のホームページをご覧下
さい。
【南相馬市災害ボランティアセンター公式 HP】
▼http://minamisoma.jimdo.com/
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放送開始！
放送開始！南相馬チャンネル
南相馬チャンネル
南相馬市ホームページ
写真で見る東日本大震災 【2011 年 7 月 20 日】
http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-07/chanel.jsp

【南相馬市災害ボランティアセンターTwitter アカウント】
▼原町区
ID: ms_svc http://twitter.com/#!/ms_svc
▼鹿島区
ID: kashimasvc http://twitter.com/#!/kashimasvc

地上デジタル放送技術を利用した地域限定のテレビ実験放
送「南相馬チャンネル」の放送を開始しました。
放送する内容は、放射線量など市ホームページに記載され
ている項目の一部や、市の行事などで、仮設住宅や避難所を
中心とした地域社会のコミュニケーションを円滑化することを
目指します。
なお、受信可能エリアは鹿島区と原町区の一部です。

【お問い合わせは下記アドレスまでお願いします】
▼minamisoma.svc@gmail.com
※返答にはお時間を頂く場合もございます。
返答を希望する方は必ず 氏名・連絡先をお知らせください。
お知らせいただけない場合は返答しかねます。
▼「災害派遣等従事車両証明書」の申請に必要な
「ボランティア活動証明書」及び「ボランティア受入 れ承諾
書」を発行しています。 必要な方は申し出て下さい。

▲あいさつする市長

（注）ただし、当ボランティアセンターで登録し活動していた
だく方に限ります。
▼無料宿泊所のご案内
ボランティアさんには、宿泊を予約等で準備をしていただ
いてから来ていただいております。
これからもそれは変わりませんが、市内の旅館・ホテルがい
っぱいで予約が取れなかったり、宿泊ができない、という方の
ために、原町第二中学校の 体育館を無料で宿泊場所として
提供しています。
宿泊ご希望の方は午後５時３０分～午後８時の間に直接現
地へお越し下さい。
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▲様々な情報を確認

