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

コンサートコンサートコンサートコンサート        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 31 日(日) 23 時 40 分 55 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10971468500.html 

こんにちは  コンサートが終わりました。 

コンサートを終えてから『私はいつもこの瞬間のために生きて

いる』  そう思いました。 

そのあとはレコーディング。 

楽しかったです。 

予想以上に楽しかったです。 

ヘッドフォンをつけて歌ったので当然自分の声があまり聞こえ

ませんでしたけど(^o^;) 

 

本番まであと一週間！  頑張らねば！！ 

次の日のグループ行動もすごく楽しみです。 

…修学旅行のかわりなんですけどね(^^;)ゞ 

 

それから  ＭＪＣは１９人で大会に出場します。 

南相馬に誇りをもって。 

復興を願って。 

また歌えることに感謝して。 

誰一人かけることなく、19人で。 

私たちは歌を響かせて。 

 

夢遊病夢遊病夢遊病夢遊病？？？？            

2011 年 08 月 01 日(月) 22 時 22 分 40 秒 

http://ameblo.jp/kanasanndoo/entry-10972459238.html 

こんにちは、死にかけキャナです。 

え？何がって？ 

飛び降りしかけました。 

…危ない危ない… 

 

私の意思ではないはずなのですが、寝ているときにいきなり

起きて二重窓へ直行。 

内側は簡単に開いたのですが、外側が簡単には開かない窓

だったのでガチャガチャやって… 

で怒りながらもとに戻していろんなところにぶつかったり踏ん

だり… 

 

命拾いしました… 

寝ぼけてたのか… 

でも私的にはＭＪＣの副団長になるまでは死なないつもりなの

で(多分、一生こない)。 

しかも楽しみにしてる大会まであとわずかなのに死ねません

しね。 

いや、でも今回は本当に運が良かったです。 

 

大会まであとわずか！！ 

頑張らねば 

 

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

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから８８８８月月月月１１１１日夜日夜日夜日夜    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！  2011-08-01 19:39:50 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/2a5a65027a1b68

02b71e7b6f6633f821  

いよいよ、８月ですが、お盆があります。今年はどうなるのか

予測が付きません。花屋さんからお盆の菊の花の発注をお願

いしますと言われましたが、まったく予測ができなくて困って

います。今でもお花の売り上げは昨年対比で１６０％ＵＰして

います。それだけ、多くの悲しみがあるという事ですが、お盆

となると人が今年はどう動くのか？震災以来、毎日が昨年の

実績が役に立っていません。 

まさに、毎日が未知との戦いです。言い換えれば行き当たり

ばったりの毎日ですが、だから、余計に疲れますね。 

 

毎日のように、消防署から注文をいただきます。消防署は２４

時間勤務で自炊なんですね。お金を出し合って、皆で作って

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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います。 

震災当時、消防署ではどうだったか聞きましたら、津波の救助

で出動していたそうです。ずっと南相馬市にいたそうです。 

しかし、富岡、双葉、浪江などの消防署の人たちは、避難した

そうですが、しばらく連絡取れなかったそうです。 

町から、消防署や警察がいなくなるなんて、想像できません

が、現実起こってしまったわけですが。 

 

今日から、福島産の桃『あかつき桃』が入荷してきました。今

週の終わりか、来週に入荷と聞いていたので、ビックリです。 

美味しい桃です。検査もしました。みなさん、地方発送しまし

ょう。福島を盛り上げるためにも、安全をアピールするために

も、まずは自分で食べてみて、美味しさを教えてあげてくださ

い。 

 

お米の値段が上がると聞きました。新潟の水害が心配ですね、

その影響なのかな。 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市かかかからららら８８８８月月月月２２２２日朝日朝日朝日朝         2011-08-02 05:23:27 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/be391ce3c24475

057dfca3b3fa6f32a9  

この国は役人天国なのでしょうか。 

経産省の海江田大臣よほど、役人が怖いのでしょうか？泣く

ほど恐ろしいようですね。 

 

今回の震災で国の在り方が表に出てきたように思います。結

局は政治指導など出来ず、やっぱり官僚指導ですべてが進

んでいくから、何事も遅れてしまうのでしょう。 

 

日本の官僚の仕組みを変えない限り、日本の未来は無いよう

な気がします。今回のこれだけ大きな災害が起きたのに、霞

が関は何も変わらずこの機にも自分の省庁を（天下り組織）守

るどころか、拡大しようとしているような気がしてなりません。 

国民は政治家ばかり見ていますが、実は大事なのは、その後

ろにいる省庁、官僚がどう動いているのか、何を言っているの

か、そこを見たいのですが、肝心な所はブラックボックスに入

っていて、見せないようになっているようですね。 

 

南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市からからからから８８８８月月月月２２２２日昼日昼日昼日昼   2011-08-02 12:35:31 

http://blog.goo.ne.jp/shigeki2121/e/cbb5e27424265a

95d1f92842bc479c84  

九州電力のやらせメールが問題になっています、他の電力で

もいろいろとやっていたことが、わかってきていますが、私もこ

の原発の災害から、福島原発にまつわるいろいろな話をそれ

こそいろんな人に聞く機会が増えていますが、やらせメール

どころではなく、原発を維持、または新しく作る為に、地元に

相当のお金を落としていたことが、わかって来ました。なんと

なく、そうなんじゃないかなと言う事は聞いたいましたが。まさ

かそんなに広く、多額のお金が配られていたことは、知りませ

んでした。 

 

震災前の話ですが、たとえば、ある漁港には、一世帯３０００

万円、船を所有していると、１隻６０００万円もらったそうです。

親父と息子が別々に船を１隻ずつ持っていれば、１億２千万

です。確かに、りっぱな家が多くありましたが。 

 

他にも、原発を新しく作る為に、周辺の部落に１世帯２００万以

上のお金がどんな理由でかわかりませんが、配られていたよ

うです。 

今回の震災で警戒区域になっているため、そういった部落の

お金がどうなっているか、わからなくなっているようだと聞きま

したが。 

公会堂などの建設費も出していたそうです。作る前から多額

のお金を周辺住民に配っているのは、反対意見を無くすため

だということは、疑いのない事実ですが、やらせメールなど比

ではなく、実弾（お金）を使って口封じしているという事です

ね。 

 

これから、ますます原発の利権構造が明らかにされてくると思

いますが、（そうでなくてはおかしいですが）いかに、原発が

儲かっていたかが、わかってくることでしょう、それがわかれ

ば、今後の賠償金を充分支払えることがわかるはずです。 

これが、日本全国の原発ですべてにおいて、行なわれてい

たことでしょう。 

 

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

原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者原発震災避難者    ｉｎｉｎｉｎｉｎ    上海上海上海上海    ・・・・・・・・・・・・    そのそのそのその２２２２    

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。  2011-08-02 08:50:22  

http://blog.goo.ne.jp/minamisoumashi-hinan/e/75c78

84736c62aecb5c20d94ed25e8e4 
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上海２日目の朝です。 

ホテル近くの公園を散歩 ・・・ 

まだ ちょっと早すぎる時刻ですが 

それぞれが それぞれの健康法をしています。 

  
１０：００ 上海市癌クラブの盧さん（クラブ発足当初の五人の

一人 上海市癌学校：副校長）が 

迎えに来てくれました。 

上海市癌クラブへ向かって 地下鉄で移動です。 

いつもの送迎用の車より とても気楽で 楽しいです。 

 
いつものことながら ・・・ セレモニーは派手ですな～。 

（すべてが癌の患者さん・・・これも療法のひとつ） 

  

袁会長の挨拶 ・・・ 私のことが特別に紹介されました。 

 

そして アメリカ在住の大学教授（中国人）の講演。つづいて 

質疑応答。 

 

フィナーレです。 

  

 

夕食をご馳走になりました。 

避難生活の私には 久しぶりの豪華な 豪華な夕食でした。 

  
左から袁会長 周校長 関君（東大大学院に留学中 通訳） 

盧副校長  

ホテルへ    

    

    

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

生活復興生活復興生活復興生活復興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がががが始始始始まりましたまりましたまりましたまりました！！！！    

南相馬市生活復興南相馬市生活復興南相馬市生活復興南相馬市生活復興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  

2011-08-01 20:05:18  

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

本日、「南相馬市生活復興ボランティアセンター」を開所しまし

た。 

仮設住宅の支援を担当する「生活支援相談員」を、新たに配

置しました。入居されている方の相談に応じます。 

また、これまでの鹿島区・原町区の災害ボラセンの業務も継

承していきますので、よろしくお願いいたします！ 

≪今後の活動予定≫ 

★側溝の泥だし 

○日  時： ８月１２(金)・１３日(土) 

○募集人数：両日８０名 皆様のご協力をお願いいたします。 
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≪お知らせ≫ 

８月１４日(日)・１５(月)・１６(火)は、お盆休みをいただきます。 

よろしくお願いいたします 

 

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

除染手法除染手法除染手法除染手法をををを学学学学びびびび、、、、線量線量線量線量のののの低下低下低下低下をををを    

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 30 日】 

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

chien-josen.jsp 

  市内除染強化月間のキックオフ事業として原町区の石神

第二幼稚園の除染作業を行いました。 

 参加した約 50 人の市職員は、東京大アイソトープ総合セン

ター長の児玉龍彦医学博士の助言指導を受け、高圧洗浄機

を使ったり雑草を取り除いたりするなど、効果的な除染対策を

学びました。 作業前の屋上排水口は毎時 10.5 マイクロシー

ベルトだったが、ごみを取り除くと 5.5 マイクロシーベルト、水

で流すと2.3マイクロシーベルト、高圧洗浄機で洗うと1.1マイ

クロシーベルトに下がりました。 

 市では、8月と 9月を「除染強化月間」とし、放射性物質の除

染マニュアルや対応策ロードマップなどを作成して公共施設

や民間施設の除染に取り組みます。 

  

▲園舎は屋根から始めます  ▲園庭は除草から始めます 

  

▲除染する前に線量を測定  ▲泥などを取り除きます 

  

▲ある程度水で流します  ▲高圧洗浄機で流します 

  

▲除染後の線量を計測します  ▲遊具の除染 

 

学校学校学校学校などのなどのなどのなどの空間放射線量空間放射線量空間放射線量空間放射線量をををを調査調査調査調査    【2011 年 8 月 1 日】  

http://www.city.minamisoma.lg.jp/sinsai/2011-08/monitor.jsp 

 緊急時避難準備区域にある 36か所の公共施設で空間放射

線量のモニタリング調査を開始しました。 

 調査は毎週月～金曜日に行い、保育園や幼稚園、小学校

では高さ1cmと50cm、中学校や各公共施設では1cmと1m

を計測し、市ホームページで結果を公表します。また、平屋

の施設では屋上に蓄積している放射性物質の影響を考慮し、

屋内で高さ 2mも計測しました。 

 この調査は、区域内にある公共施設の再開に向けて各施設

の放射線量を把握し、除染活動に生かすためのものです。 

  

▲高平幼稚園園庭の ▲高平幼稚園園庭の 

  1cmを計測（0.72μsv/h）  50cmを計測（0.73μsv/h） 

 

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

 

編集より：長岡まつりの情報アップでてんてこ舞いしていまし

た。豪雨で花火会場関係が水没して開催が危ぶまれましたが

市民・設営業者・市役所の日夜を問わない頑張りで無事開催

されました。毎冬の雪災害で早め早め対応の癖がついている

のかもしれません。有難うございました。 

 


