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夏風邪夏風邪夏風邪夏風邪・・・・・・・・・・・・    

えび父さんの日記 2011/07/27 19:47 

http://ebi.tou3.com/Entry/68/ 

馬鹿しかひかないと言われる夏風邪ひいて死んでましたえび

父ですｗ 

えび父は死んでてもえび達は順調に育っていてくれてるよう

です＾＾ 

頂いたハイブリットシャドーの生存確認が日課になっているの

は国家機密ですｗ 

その、シャドーの写真でも・・・ 

前よりもちゃんと写ってるか

と・・・ 

 

 

 

 

一回り大きくなった気がするの

は親馬鹿ですか？ 

 

そうですかｗ 

 

 

もっか、ハイブリッドを追加しようと本気で模索中です。 

生活も何とか安定の方向に向かってるし、計画停電？なにそ

れ？てな感じなんで 

暇があればヤフオクで妄想してますｗ 

嫁の許可も得てるので、何とか良い子を追加して JES さんに

輸出したいです＾＾ 

 

それとは別に、嫁がミナミにはまりつつありますｗ 

気がつけば６０Rに 100匹超えｗ 

色つきのミナミを探すのが嫁の趣味となった模様ｗ 

参考までに、上手く撮れた色つきミナミの写真でも・・・ 

 

こんな、濃いのがお好みのよう

で・・・ 

 

 

 

赤いのは、JESさんに頂いたチ

ェリーレッドです。 

福島から共に越してきました＾＾ 

 

 

ほんと 

今更ながらに思うんですが 

福島に居たらこんな生活無かったんだなと・・・ 

福島に未練が無いと言ったら嘘になりますが、思い切って出

て来て良かったなと 

政府の対応には福島居た時と変わらず苛立ちは覚えますけ

どね＾＾； 

 

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

誇誇誇誇りりりり        ありがとうありがとうありがとうありがとう    

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 28 日(木) 00 時 19 分 01 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10967333369.html 

こんにちは、キャナです。 

小高工業…負けてしまいましたね… 

でも良い試合でした！！ 

全力で拍手したいです。 

見ていて思うのですが、小高工業の生徒さんたちって礼儀正

しいですよね。 

バレーのときも相手のチームと審判に一礼ずつしてから試合

を始めるんですよね。 

私は小高工業にあまり接点がないのでこれをいうのもどうかと

思うのですが、私は小高工業を誇りに思います。 

南相馬市民として。 

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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もう私は郡山市民ですが、私の頭の中では南相馬市民なの

で嬉しく感じます。 

考えてみれば今まで郷土愛はある、とか言ってきた私(馬もそ

れなりに好きとかも)ですが、離れてみてわかりました。 

馬も南相馬も野馬追いも大好き、ということ。 

愛してる、と言っても過言ではありませんね。 

この前まで馬は苦手で野馬追い見なくてもいいじゃん、という

考えだった私。 

やっとこの 2年くらいで楽しさがわかってきたところでした。 

あ～…もう少しじっくり野馬かけとか神旗争奪戦とかみておく

べきだったなあ… 

来年こそは！ 

と心に決めたキャナでしたm(_ _)m 

 

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

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２８２８２８２８日朝日朝日朝日朝    サイヤサイヤサイヤサイヤ社社社社長長長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！  2011-07-28 05:29:18 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/acdba29d8181a3

a00c0e1f65b6e865db  

今日は２８日、本来なら２８日はお寺で同志会、親鸞聖人の月

命日の今日２８日におこなっていましたが、震災以来、開いて

いません。 

 

お寺（原町別院）の若さんが家族で避難したので、今は院代

さんご夫婦だけが残っていますが、ご高齢の為、無理は出来

ず、活動を縮小して 

お寺を運営しています。檀家の人たちも、多く避難しているの

で、いろんな行事も、なかなか出来ないようです。 

もとより、若い世代が通常でもお寺に来ていないのに、（私

が一番若い方）これからのお寺の運営が心配ですね。 

多分、多くの他のお寺も同じようだと思いますが、廃寺になっ

てしまっては、大変です。 

 

いつも、この会に参加して、いろんな事を勉強するのが、楽し

みでしたから、残念です。 

仏教にはいろんな宗派がありますが、元は同じだし、仏教の

事をいろいろ知ることは、面白いですよ。 

私は浄土真宗大谷派ですが、入り口はここですが、入ってみ

ると、奥行きが深くて勉強になります。 

どんな宗教でも、その考え方は人にとっての生きていく上で

の指針だったり、座標軸だったり、心のよりどころだったりと、

生きていく上で大切なものだと思いますが、昔の人たちの考

え方、結構今のこの社会で生かせることが多いと思います。 

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２８２８２８２８日夜日夜日夜日夜         2011-07-28 19:17:04 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/f66659c2b76681

d9b65fce8767896ed2  

間違えてました、福好再見子供Ｔシャツのサイズ、140とＳ、Ｍ 

でした。すみません。 

 

いわき市では、飲み屋さんが大盛況だそうです、良くも悪くも

原発の作業員が多くいるようで、パチンコ屋さん、小名浜の風

俗店なども、景気が良いそうです。１０年ぐらいは続くようだと

言っていますが、どうなんでしょうか？ 

 

福島市、郡山市では、イベントなどの行事が激減していろそう

です。たしかに、何かしらの行事を公園やグランドなどの外で

開催することは、出来ないのでしょう。みなさん早めにお家に

帰るそうですから、いわき市と違って飲み屋さんはいまいちだ

と聞きましたが、パチンコ屋さんだけは、繁盛しているとの事

ですが、私はパチンコはしませんから、行く人の気持ちがあ

まりわかりません。 

 

そいえば、津波の映像を見た時に、海、海水が真っ黒だった

ような気がしていましたが、ある人が、あれは、海の底の泥が

上に上がって海水が黒く濁っていたのではないかと言ってい

ました、またその海の底の泥には長年堆積した有害物質が含

まれているんじゃないかなと、それが津波と一緒に陸上に上

がってしまったが、その波をかぶった田んぼや畑の土壌が心

配だと聞きました。放射能の他にもカドニウムなどの有害物質

ですか、しかし、次から次に、いろんな事が出てきますが、な

んとも嫌な気持ちになります。 

 

牛肉、牛肉と騒いでいますが、まだまだいろいろ出てきそうで

すよね。 秋になったら、山のキノコが心配ですね。 

山には放射能がいまだ多く堆積していますから、これから出

てくるマツタケ、しめじ、イノハナ、などキノコ類はどうなるので

しょう？ 

役所は早く対策を立てて置かないと、また大変なことになって

しまいますよね。 

今年だけでなく、落ち葉の後の腐葉土になって堆積し続けま

すから、山、森がずっと汚染されたままでは、何年も地元のキ

ノコを食べる事が出来なくなるのではと、心配しています。 

 

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

福島福島福島福島のののの子子子子    県外脱出県外脱出県外脱出県外脱出    ・・・・・・・・・・・・    賛成賛成賛成賛成    ！！！！！！！！        

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
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報告です。  2011-07-27 09:59:19  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/7aa86

7d817becc1f2a4c95f9e3983861 

 

福島の子にも この笑顔を・・・三条市の凧（いか）あげ大会で 

本日（２７日） ある新聞の１面トップに 

福島市 放射線不安 小中学校３１０人転校 

１学期終了時 大半が県外へ 

・・・ という見出しの記事がありました。 

 

・・・ 福島県が６月に学校を対象に行った放射線量の調査で

は、政府が野外活動を制限する基準としている１時間あたり３．

８マイクロ・シーベルト以上の放射線量が検出された福島市内

の学校はなかった ・・・ とし 

 

しかし、小学３年の長女（８）を連れて同市内から山形県米沢

市引っ越すことを決めた母親は「放射線量が低いと言われて

も、将来の影響はわからない」と不安を打ち明ける。 

 

福島市教委・学校教育課長は「放射線から体を守る一方、転

校による精神的ストレスとバランスをとってほしい」と、保護者

に冷静な対応を求めている。 

 

・・・ 福島県立医科大学の教授（小児科学）は「放射線による

発がんリスクがないとは言い切れないが、『過剰防衛』は子ど

もの精神的ストレスとなっている」と指摘し、「線量の測定結果

を正確に伝え、必要なら除染も行うなど、親の放射線に対す

る不安の解消が重要」と話している ・・・ とありました。 

 

「３．８マイクロ・シーベルト」は 

「子どもの安全を考えて」決めたのではなく 

「現実の汚染にあわせて」無理矢理上げた 

・・・正気を疑わざるをえないような高い被曝量なのですよ!!  

 

冷静な対応を求めている？ 

・・・ 親が 冷静だから 賢明だから 決断した対応ではありま

せんか？ 

『過剰防衛』 ・・・ そうでしょうか？ 

・・・ おえらい教授さん わが子なら どうします？ 

 

この年寄りは 

何よりも 子どもの命と将来が 一番重要と考えています。 

愚かで ・ 汚れて ・ 強欲な大人の犠牲にしてはいけない 

・・・ と考えているのでございます。    

    

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

＜＜＜＜原町区原町区原町区原町区＞＞＞＞７７７７月月月月２８２８２８２８日日日日（（（（木木木木））））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  

2011-07-28 18:20:13  

http://ameblo.jp/minamisoma-svc/entry-10967864613.html 

今日の活動報告です。 

今日は 

【ボランティア数】７４人（県内３０人 県外４４人） 

【ニーズ件数】１０件でした。 

そして、明日７月２９日（金）の募集内容ですが 

【活動件数】１１件  ６５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 流出物の洗浄・展示作業 避難所

運営補助 物資の配布 仮設住宅用布団の仕分け・配送 玄

米の精米と袋詰め 等となっております。        

注）あくまで７月２８日（木）に受け付けた件数です。  翌日７

月２９日（金）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。 

 

さて、ここで皆さんにお知ら

せです。 

ステッカーに続く南相馬市ア

イテムの第二弾が出来まし

た。 

ジャン！ 「がんばろう 南相

馬」のぼり！ 

 

 

デスクトップのお供に。 
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愛車のオプションに。 

 

 

スマートフォンにつければ

目立つ こ と 間違い な し

v(^-^)v 

５００円以上カンパしてい

ただいた方に一本差し上

げています。 

こんなオシャレでカッコい

いのぼりを、みなさんぜひ

ゲットしてくださいねー

(^_^)v 

 

 

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

継続継続継続継続されたされたされたされた伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事「「「「上上上上げげげげ野馬神事野馬神事野馬神事野馬神事」」」」    

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 25 日】 

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-07/07

25-nomaoi_6.jsp 

 3 日目の最終日は原町区の多珂神社で「上げ野馬神事」が

行われ、野馬追の原点とされる行事を継続しました。 

 例年、最終日の行事「野馬懸（のまかけ）」は、小高区の相馬

小高神社で行われていますが、原発事故による警戒区域内

にあるため多珂神社へ移動して行われました。 

 小高郷・標葉郷の騎馬会員が務める御小人（おこびと）が 3

頭の馬を境内に連れ、白い馬 1 頭を「御神馬（ごしんめ）」とし

て神社に奉納し、関係者や観光客は継続された伝統行事を

見守りました。 

  
▲原町区の多珂神社 ▲響きわたる螺の音 

    

  
▲白装束の御小人  ▲伝統行事を見守る関係者 

 

  
▲奉納される御神馬 ▲御小人に連れられ境内へ 

 

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

 

編集より：長岡市内の避難所は今月7月末を持ちまして全て

無くなります。南相馬市及び他の市町村の皆さんは福島県に

帰られるか長岡市内のアパートに移られるかされるそうです。

そのために南相馬ブログ新聞の長岡市内の避難所への配布

も今月末で終了することになりました。3 月末から様々なご協

力の下配布させていただきました、ありがとうございました。 

 今後についてですが、ネット上の新聞 PDF 置き場のアクセ

ス数はまだまとまった数がございますので引き続き新聞作成

は行いファイルをアップさせていただきます。どうぞ今後ともよ

ろしくお願いします。 

 

 


