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的なことを手紙として送りつけちゃったので戻るに戻れない…
いや、南相馬愛はあるんですよ？ 野馬追いは誇りですし。
ただ、学校が(教員の対応や心根)が嫌いなだけで。
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…話を戻します。
要は今更、解除されたって無理だべっていう話です。
設定した時点で政府は間違いだらけだとは思いますがね。
つまりは政府は何一つ私たちの気持ちや現状を把握してな
いということですよね。
好き勝手に国民を動かした、政府。 もう十分でしょう。
私たちを振り回すのも大概にしてください。

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。
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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

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！ 2011-07-25 19:44:23
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/a51070809ee47d
d9665827ef9450b24e

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
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シロさん、都内で避難されているのですね。大変ですね。私
の知り合いの小高区の方たちは、東京に避難している方が多
いようですが。

勝手

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 26 日(火) 15 時 25 分 11 秒
http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10965718041.html

仙台の不動産屋さん、たまたま、良い人に出会いまして、良
い物件に恵まれました。
ご参考になれば良いのですが、娘の物件を紹介して頂きた
店は、仙台長町にあるミニミニ不動産長町店の、店長柴田さ
んです、彼は物腰が柔らかく、地域の物件をとても詳しく知っ
ていて、親切でした、いままでであった不動産屋さんの中でも
ピカ１です。
息子たちの物件は、やはり仙台長町にある、エイブル長町
店の保刈さんです。彼は前職で南相馬市原町区のゲオに勤
務していたそうで、親身になって、当時どこの不動産屋にいっ
ても物件が無いと言われていた状況の中で（ミニミニにも行き
ましたが）（その時は店長が休みでした）、いろいろな物件を
探して紹介してくれて、良い物件を選べる事が出来ました。

こんにちは、キャナです。 今日は体験入学でした。
帰りに小高工業の人たちを見ました！(高校野球)
久しぶりの南相馬市民！ 頑張れ、小高！！
手を振ってエールをおくりました。
さて、皆さん。
南相馬の緊急避難区域解除されそうですね。
というか、全力で南相馬が解除させそうですね。
解除されたら帰れるか？
帰れませんよ。 というか帰りません。
ここに来て南相馬の教師がどれだけ冷たい人間なのか分かり
ましたから。
(避難してるのに、南相馬の高校受けるか電話で聞いたそうで
すよ)
それに合唱のない(作ろうとも、話を聞こうともしない)南相馬に
いたくありませんしね。 (いや、帰りたいよ。全力で)
第一、私は元の学校に
『あなたたちはひどい学校ですね。部活を作ってくれないかと
言いに言ったときも聞こうともしなかった。あなた方は失格だ』

ミニミニは店長ご指名で行った方が、間違いないかも、他の人
はちょっと疑問？特に女性店員はＮＧです。あくまでも私との
相性の問題ですから、私の個人的な意見ですから。４月頃当
時、地震で相当な物件が被害を受けていましたから、その後
修繕、修復されたとは思いますが、
あの地震でも被害の無かった、少なかった物件を優先的に探
してみるのも良いかもしれません。
小さな子供さんがいるのなら、少し騒いだり、ドンドンしたりし
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ても大丈夫な物件を選ぶべきです。隣人とのトラブルにならな
い為にも、家族の生活の状況と住む周りの環境が大切ですよ
ね。

帰って来た、お客さんのお話。ある県に避難しました、子供は
小学校を転向しましたが、しかし学力がついていかず？また
戻ってきたとの事
どうも、福島県の教育レベルが他県よりも、劣るので転向した
子供達が苦労しているようだと、言っていましたが、本当でし
ょうか。
そうだとすると、ますます、小さいうちから他県に移った方が
良いと考える若い世代の家族が増えてしまいそうで、福島県
全体が沈没してしまいます。私は岐阜出身ですが、隣りの長
野県は教育県で有名でしたが、確かに長野出身の人で私の
周りにいた人は皆優秀でしたが、この日本で県でそんなに違
いがあるとは驚きですが、福島県だってどこか良い所がある
はずですが。

こんな事で参考になれば良いのですが、頑張ってください。
南相馬市でも、避難準備区域が解除になれば、大手の不動
産屋の物件が賃貸解除が解けるので、空き部屋が出てくると
思います。
南相馬市から
南相馬市から７
から７月２６日夜
２６日夜

2011-07-26 05:17:44
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/3da50058bd49e3
e18691781183dfb237

昨日の夕方に、すごい雨が降りました。６号線では、雨が溢
れて、道路に水溜まっていました。いつもここでは水が溜まる
はずのない場所でも水が溢れてました。海に向かっている下
水などの排水施設が壊れていて、溜まりやすくなっているの
かな。

明日は、またまた、ナオちゃんとゆづきに会いに行きます。ナ
オちゃんのブログでゆづの生活状況が見られるのがとても楽
しみですが、やっぱり本人に会いたいですよね。どう反応す
るか楽しみです。今度は抱っこさせてもらうのが目標です。こ
の前はまだ警戒していたのか、恥ずかしいのか、無理はしま
せんでしたが、今後はどうでしょうか。

『非感主義』 気分に属するようです。周りの人の意見にも
影響され、その時の気分によって落ち込んだり、マイナスな事
を考えてしまうようです。
『楽観主義』 意志に属するようです。自分の考えを持ち、
周りの影響を受けず、常に前向きな考えで行動するようです。
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平成 23 年度東日本大震災復興相馬三社野馬追宵祭
今は、この二つの主義、考え方が常に交錯して、生活して
いるような状況が続いているのが、南相馬市を含め、原発災
害の住民の気持ちではないでしょうか。

ゆっ太郎 (2011.07.26 03:42)
相双ゆたどさ
相双ゆたどさ ゆったりが、
ゆったりが、どっさり。～
どっさり。～ふくしま
。～ふくしま相双
ふくしま相双～
相双～
http://yumesoso.jp/yutadosa/archives/3422.html

東日本大震災により亡くなられた方々の鎮魂を願いまた、相
双地域の復興のシンボルとして 7/23(土)、24(日)、25(月)の 3
日間に亘って開催された平成 23 年度東日本大震災復興 相
馬三社野馬追。
相馬野馬追執行委員会
公式ページ
(URL
：
http://www6.ocn.ne.jp/~
nomaoi/)

南相馬市から
南相馬市から７
から７月２６日夜
２６日夜

2011-07-26 19:46:03
http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/5b71f71d365ca0
2f06a6b504d1821d9b

閉店して、店でＰＯＰ製作していたら、電話があり、お客さんか
らで、財布を落としたようだが、ありませんか？とのお尋ねで
した。
朝、サイヤで買い物して、忘れたようだとの事、私は報告を受
けていなかったので、困りましたが、そういえば店長が（連絡
ノート）（忘れ物ノート）を作っていたのを思い出して、見てみ
ると（忘れものノート）に書いてありました。朝１０時半頃財布の
忘れ物あり、レジにて保管してあります。助かりました、すぐに
お客さんにお話をしたら、取りに来るとの事で、待つことにし
て、無事にお渡しすることができました。当たり前のようですが、
忙しくて連絡、報告を忘れた時でもノートに書いてあるという
事は大切ですよね。

先立つ 22 日(金)
相馬中村神社境内で、宇
多郷(現：相馬市)の野馬追
開催期間の安全祈願祭と
総大将をお迎えしての出
陣の宴が執り行われまし
た。
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相馬家三十三代御当主、和胤(かずたね)公の御嫡男、行胤
(みちたね)公を総大将に御次男、陽胤(きよたね)公も御出陣。
宇多郷から出陣の騎馬と相馬中村神社社殿において相馬家
代々の氏神であられる妙見様に祈りを捧げます。

また、相馬民謡同好会による(会長：杉本 榮一 相馬民謡堀内
流家元)相馬流山踊りの披露。

氏神の妙見様に捧げる御神馬を象る馬の欄干の石段を、相
馬中村神社境内へ総大将出陣の宴へとうつります。

サテライト校として警戒区域・緊急時避難準備区域にあるため
休校している高校を受け入れている相馬高校も相馬太鼓を力
強く演奏します。
震災の被害に遭われた方々へ黙祷をささげた後旧相馬藩に
伝わる、関流炮術を伝承する相馬外天会による、古式炮術演
武が披露されます。
戦国の昔、伊達輝宗・政宗と激しく争った奥州相馬家第十
六代御当主義胤公が御戒名「蒼霄院殿外天雲公大居士」から
「外天公」と称されることに由来し外天公の御守護を仰ぐ意味
で相馬外天会としたそうです。
【相馬外天会】(URL：http://www.soma.or.jp/~gaiten/)

総大将、御弟君、宇多郷出陣各武者が相馬中村神社を埋め
尽くした、たくさんの方々と相馬の国歌である、相馬流山を斉
唱。
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式典の中で総大将、行胤公は「長い歴史と伝統を誇る野馬追
を さらに一千年先に引継ぐ気概を持ち 正々堂々出陣される
ことを願う」と鼓舞しこの翌日、7/23 からの 3 日間に亘っての
出陣を告げる螺役長以下、宇多郷螺役による法螺貝の響きで
散会となりました。
▲相馬流れ山踊りを披露

東日本大震災復興 相馬三社野馬追 7/23(土)・24(日)・
25(月)の本開催の模様は次回以降。

▲北郷本陣

▲大勢の見物客

▲会場には「復興」の横断幕

▲総大将お迎え

▲伝統の騎馬武者行列

▲威風堂々の行列

▲色鮮やかな旗

▲凛々しい騎馬武者姿

▲復興へ向けての行列
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厳かに鎮魂
かに鎮魂の
鎮魂の礼螺 相馬三社野馬追
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 23 日】

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-0
7/0723-nomaoi.jsp
今年の相馬野馬追は東日本大震災復興の「相馬三社野馬
追」として 7 月 23 日から 25 日までの 3 日間行われます。
鹿島区の鹿島体育館前に設けられた北郷本陣では、東日
本大震災の犠牲者の鎮魂と復興への祈りを込めた神事が執り
行われ、慰霊の礼螺（れいがい）が鳴り響きました。
出陣式や騎馬行列には大勢の観客が詰め掛け、苦難を乗り
越えてつながれた１千有余年の伝統に惜しみない拍手が送
られました。

▲総大将の出陣

▲出陣する副大将
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