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（第２回 東日本大震災チャリティーコンサート がんばっぺ東北！

頑張ろう日本！
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東京都港区）

活動レポート
このたびの、東日本大震災により亡くなられた方のご冥福を、心からお祈り申し上げるとともに、
被災された皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を、心からお祈り申し上げます。

１. はじめに
東北をもう一度想う心は、東京においてどうやって広げる事が出来るのでしょうか？
被災から１年以上の時間が経過しました。 しかし、我々の訪れる女川町は、未だ有事にあります。
多くのメディアが被災地を伝えなくなった今、東京に住む人間に、それを知る手段は少ないです。
まず、出来るだけ多くの人間に、今の女川町を知って貰いたい。
そして、、東北を想う輪を広げ、輪を繋ぎたい。
時間を経ても、想いを紡いでいけるお手伝いをしたい。
昨年１０月、「東日本大震災チャリティーコンサート がんばっぺ東北！」を開催いたしました。
想いばかりの、拙い会となりましたが、思った以上の集客となりました。
東京に、東北を想う方々は居る、と嬉しくなりました。
「第２回 がんばっぺ東北！」は、前回よりも、大きな輪を求める事にいたしました。
せっかくやるならば、出来る背伸びを皆して、女川町の今を、女川町の今の想いを、伝えるイベントを行いたい。
つい、つられて来たくなる程、とびっきり明るく、楽しいイベントにしたい。
女川町の方々の生の声を届けたい。
マスメディアが伝えなくなった事を、もっと多くの方に伝えたい。
そんなイベントを目指し、準備を進めました。
東北被災地応援団 白金支部は、多くの皆様に、ご支援、ご協力頂き、育てて頂いている団体でもあります。
大成功に終わった今回のイベントについてご報告いたします。是非、ご共有下さい。

２. 目 的
・被災地 女川町の今を東京に伝える
・楽しい時間を共有しながら、３．１１を思い出し、今の被災地の方々を想うきっかけとなる。
・女川町の美味しい物産を販売し、周知する。
・女川町の方々をお呼びし、実際の女川町を知って貰う。また、女川町の方に東京の人間の想いを届ける。
・女川町の方々からの、゛これまでの支援への感謝の気持ち″を東京にてご支援下さった皆様に伝える。
・東北被災地応援団 白金支部の活動を周知し、継続活動の為の支援を呼びかける。

３. 方 法
活動スタッフは５１名でした。
日 時

２０１２年６月３０日(土) １０時〜１８時

共 催

東北被災地応援団 白金支部

会 場

港区高輪区民センター区民ホール

尚礼会町会

港区高輪１−１６−２５ （高輪コミュニティープラザ内）
タイトル

第２回 東日本大震災チャリティーコンサート がんばっぺ東北！

入場料

無 料

実行委員長

川端 陽子

以下、活動内容について報告します。
(１) 準備期間
準備期間 ： 201１/１２月上旬 〜 ２０１２/６/２９
（２） イベント内容
Ａ. ステージ
Ｂ. ホールロビー
Ｃ. 髙政（蒲鉾） 女川町 物産販売、グッズ販売
Ｄ. REALeYE ブース
女川町のお母様方から、今までの、全国からの支援に感謝の気持ちを込めて作製された小物の無料配布ブースです。
Ｅ. 日本経済新聞社 写真展示

「記憶 ２０１１年３月１１日 午後２時４６分 忘れてはいけないこと３ 」

Ｆ.

「女川 佐々木写真館ー３月１１日、その日から」

鈴木麻弓 写真展示

女川町出身の写真家の、写真展。女川町の以前と、今を女川町の方の目線で切り取った写真展示。
苦しみを背負っている彼女だからこそ、撮れる写真。
Ｇ. 女川町の現状及び、.東北被災地応援団 白金支部 活動PR ブース
佐々木写真館(写文集）、オフィシャルグッズ（エコバッグ、Tシャツ）販売ブース
(２) 活動レポート
２０１１年 １１月

第２回 東日本大震災チャリティーイベント がんばっぺ東北！ 開催決定。

２０１２年 １月

出演者への依頼交渉開始。

３月

PAさんご協力決定。
REALeYEブース話し合い、交渉開始。
華やかなポスター

女川町からご講演頂く方々の出演交渉。
４月

舞台、タイムスケジュール交渉開始。
フライヤー、ポスターを用いた、告知用ミーティング開始。
初回スタッフミーティング。

５月

具体的な役割決定ミーティング。
舞台タイムスケジュール決定。
フライヤー第二弾完成

６月

ポスター、フライヤーの配布。 それぞれ、告知へ奔走。
リハーサル開始。

入口も沢山のポスターで飾りました

２０１２年６月３０日（土）イベント当日
８時５０分 集合時間
梅雨の中、この初夏一番の快晴に恵まれている。 誰か、普段の行いが良い者が居る様子だ。
皆一様に、緊張の面持ちだ。
そんなスタッフの中、女川災害FMの天谷さんが、早朝から現れて下さった。嬉しい。
９時となり、区民ホール内へ移動。 全員オフィシャルTシャツを着用する。

総勢51名のスタッフとなりました。

ホールが赤く染まった。胸には、We never forget の文字が揺れている。
今日は、きっと、素晴らしいイベントになる。 それだけは確信出来た。
後は、お客様が集められるか．．．そればかりは、不安であった。
ここからは、それぞれの担当責任者から、ご報告いたします。

≪ステージ≫

責任者 三上 加寿子

10：00 緊張の面持ちで司会の二人が舞台に上がり、開会宣言。 チャリティコンサートいよいよ開幕です！
いつも我々の活動を、サポートしてくださる尚礼会町会長 橋本 翔二さんのご挨拶からはじまりました。
港区長 武井 雅昭 様、 港区議会議長 菅野 弘一 様より、震災より１年がたった今だからこそ、
東京で、もう一度被災地への関心を喚起するこのイベントの大切さを、ご理解、サポートいただける旨、
お言葉をいだきました。

武井区長よりご挨拶

そして、震災で亡くなられた方々のご冥福を祈り、全員で黙祷を捧げました。
このイベントの目的は、震災を忘れない事、被災地を想い続ける事。
スタッフも想いを胸に、黙祷しました。
プアマエオレ フラスタジオさんのフラダンサーの皆様が、
色とりどりの衣装をまとい、ふわふわとステージに上がりました。
一気に華やかな光に包まれます。 昨年に引き続き、東北への想いとともにご参加頂きました。
このイベントに相応しい、明るいステージでショーのスタートです。
クラウン・サンジさん。 初めて見たクラウンさん、すごい、すごい！！と子供の目が輝きます。
地元である三光小学校児童合唱団さんによる合唱。
一生懸命練習した合唱。 被災地を想う気持ちを一つに、音を重ねています。

かわいい歌声が響きます
（三光小学校児童合唱団さん）

沢山のお友達が応援にみえました。 ステージも客席も、子供たちの熱気で埋めつくされました。
このイベントの為に、女川町から駆けつけてくださった、REALeYE 高橋ご夫婦のお話。
震災直後から、自らも被災されながらも、続けていらっしゃる支援活動に関して、
熱く、そして、ときおりは涙も交えながら、語っていただきました。
熱い思いが、来場者を包みました。
「蒲鉾 髙政」の高橋 正樹さんと、女川町社会福祉協議会の須田めぐみさんの、
トークデュエットと続きます。
震災の時。 震災直後。 女川町で実際にあった話。

美しいフラダンス
（プアマエオレ フラスタジオさん）

胸が苦しくなった、２人のおばあちゃまのお話。 優しい女川弁が混じります。
生だからこそ、伝わる涙、伝わる空気、伝わる気持ち。 会場が鎮まり返りました。
トークに続いては、TAP DO! さんのリズミカルなタップダンスのコメディーショー、
そして、松鶴家ぽんさんによるマジックと、ジャグリングのステージです。
楽しいパフォーマンスに来場者が席を立たず、沢山の興奮が、笑顔が広がりました。
子供にも、大人にも集まって頂きたい。 このイベントの為に、心同じくご出演頂いた
パフォーマーの渾身のステージ。 立ち見が出る時もありました。
そして、女川町社会福祉協議会 須田めぐみさんによる講演。 テーマは、「今、伝えたいこと」。
女川町の被害状況から、今、これから守って行きたい事、人の繋がりの大切さについて、お話いただきました。
来場者の方々の真剣に聞きいる様子が、印象的でした。
そして、東北被災地応援団のご挨拶、ＰＲをはさんで、再びピエロのクラウン・サンジさんの登場です。

笑いの渦が巻き起こりました
（松鶴家ぽんさん）

言葉を確かめる様にゆっくり話されました。

歌声にグッときました。

（REALeYE ご夫妻）

（奥野勝利さん）

楽しい演奏とダンス♪
（ＴＡＰ ＤＯ！さん）

スライドを交えてのお話
（須田めぐみさん）

力強いJAZZYな歌声

子供達の目が輝く！！

綺麗な音色を奏でます。

大迫力のゴスペル！！

（ＭＡＫＯさん）

（クラウン・サンジさん）

（明治学院大学白金ﾍﾞﾙﾊｰﾓﾆｰﾘﾝｶﾞｰｽﾞさん）

（慈恵ゴスペルクワイヤさん）

美しいコーラスに聴き入りました。

夢のようにゴージャスなサンバ♪

（ＳＵＩＴＥ ＶＯＩＣＥさん）

（Ｓａｍｂａ Ｎｏｖａさん）

観客の皆様も、大盛り上がり。

さぁ、コンサートも後半。 ここからは、音楽のステージが続きます。
奥野勝利さん。 女川町の沢山の仮設住宅にて歌い、その優しい歌に多くの方々が涙されます。
照明に照らされた舞台が女川と交錯します。 優しい歌が、心に沁みていきました。
明治学院大学白金ベルハーモニーリンガーズさんによるハンドベルの優しい音色のパフォーマンス。
慈恵ゴスペルクワイヤさん。 医療従事者の方々による、合唱、ソロ、ドュエット、などの迫力ある、ゴスペルです。
ゴスペルは、祈りです。 被災地へ向け、心の籠った祈りがたたみかけられました。
女性４人のコーラスグループ、ＳＵＩＴＥ ＶＯＩＣＥさんの歌。
女性4人のハーモニーが柔らかく、空に舞います。本当に女川町に届きそう。
セ三味ストリートさんの、津軽三味線を使った華やかなパフォーマンス。

震災後のお話に涙しました
（高橋正樹さん）

客席が、初めてのパフォーマンスに身を乗り出します。隣の席のご老人が、大きな拍手をされています。
女性ヴォーカルのＭＡＫＯさんのパワフルな歌が響く中、そろそろ、コンサートも終焉です。
フィナーレは、笑顔とサンバで被災地に元気を届けたい！そんな思いでご参加くださった、SambaNova さんです。
ダンサーの方々が、客席から登場！ 会場がざわめきます。 初めて近くで見た美しい羽根のついた衣装。
美しいダンサーに手を取られ、夢うつつの中会場が一体となり、盛り上がりました。
最後は、我々応援団の相談役である小澤から閉会の言葉で、締めくくりました。

ご出演頂いた方々、ご来場の皆様、スタッフ。 全てが、被災地を想うステージとなりました。
我々素人が企画運営した、このステージの成功は、そうした皆様の想いが、結晶となった結果でした。
全ての、皆皆様に、感謝。
アクロバティックな三味線 ！

≪音 響≫

担当 浅野 礼博

（セ三味ストリートさん）

第１回 がんばっぺ東北！ から一年経たずして第２回を迎えた。
完全な手探り状態で音響設備と戦った前回とは違い、５名の強力な助っ人を向かえ「音響チーム」となった。
真野さんを筆頭に５人は、日本工学院ミュージックカレッジからご紹介頂いた若いPAさんと、その卵さん達だ。
イベントの趣旨を聞き、是非に、とご参加頂けたのだ。 大変礼儀正しく、東北に対する想いも熱く持っていた。
自信はないが、イベントの為に少しでも役に立つのならば、嬉しいと言ってくれた。
６月１７日、区民ホールの下見と当日参加スタッフの顔合わせとなった。
音響設備と照明設備の確認を行った。
半年以上も時間が経っていたこともあり操作方法を思い出しながら、
プロジェクターを使ったリハーサルも無事に終えることができた。
２３日のリハーサル。
舞台側の設備も含めての当日をイメージしながらの役割分担の確認。
本格的に準備が進むにつれて本職ならではの機材操作と専門用語が飛び交っていた。
前日リハーサルとなった２９日は出演者との確認しながらの最終調整。
音響室側と舞台側での分担も終わり、あとは当日を迎えるのみ！
本番は全てが予定通りに進むことはなく、急な変更・追加は付き物である。
それでも、ご来場頂く皆様に喜んで頂けるステージを出来るように、手弁当で

一生懸命なＰＡさん

集まって下さった出演者の方々にご迷惑をかけないように。
出来る準備をし、確認を繰り返していた。
本番当日の朝一からリハーサルが始まり、調整・確認を繰り返しているとあっという間に予定時間を過ぎていた。
慌しいまま、ついに開演となった。緊張感に包まれながら、たまにヒヤリとしながらも、も淡々とプログラムが進んでいった。

なんとか、最後の演目まで終える事が出来た。汗だくであった。
イベントが終わると、PA真野さん達が謝罪された。
゛役に立てなくてすみませんでした。″゛とても良い経験になりました″゛次回、リベンジさせて下さい。″
次回。 最初に口にしてくれたのは、彼らであった。 驚いた。 彼らが居なければ成功の無い舞台であった。

≪ホールロビー≫ 責任者 仙頭 淳子
９時４５分 開場
想定よりも早く来場者が集まっていた。早く開場する事となった。
ご来場頂いた皆様には、まず、受付にて、プログラムをお渡しした。
一枚一枚心のこもったプログラム。
次は、アンケートのご協力を依頼する。今回初の試みであった。
どんな方々にご興味を持って頂けるのか、次回イベントの準備でもある。

準備万端。大漁旗が素敵です。

想いの詰まったプログラム

そして、先着３００名様に、モランボン株式会社様よりご提供頂いたトッポギをお渡しした。
早朝から、来場される方が多い。
入口近くに設置された、髙政ブースは、整然と蒲鉾が並びポップも美しい。
後ろに貼られた、大漁旗と、コバルトーレ女川（女川町のサッカーチーム）の応援旗が目を引く。
プロの販売はやはり、違う。 なんの無理もなく、スルスルと蒲鉾が飛ぶ様に売れていた。
佐々木写真館（写文集） 作者の、鈴木麻弓さんが、午前から現れて下さった。
来場者に、気軽にお声かけ頂いていた。掲載された、産経新聞の記事をお持ち頂いた。
女川町の以前と、今を教えてくれるパネル写真。 鈴木さんの心が写る、優しい写真だ。
佐々木写真館の訴えかける写真

一気に、女川町出身の来場者が増えていた。
お話かけをさせて頂くと、心良く応じて下さる。
そして、応援団の活動を、優しく質問下さる。
そこ、ここで、お話の輪が出来ている。 沢山の話声が、響く。
メンバーは、誰を見ても、必死に対応している。
もうひとつ、人だかりが出来たのは、REALeYEブースと題したブースであった。
これは、前回と似通うが、少し趣旨が異なる。
女川町のお母さん達が、これまでの、

女川のお母さんの気持ちをお届けしました

全国からの支援に対する感謝の気持ちを込めて作られた小物を、無料配布するブースだ。
ご講演も頂くREALeYEさんが、時間をかけて取りまとめの上、送って下さった。
ダンボール箱、何箱にもなる小物達、
カバン、針刺し、楽しい模様の雑巾、猫の手、綺麗なポストカード…
これだけの想いに応える事が出来るだろうか？
メンバーが一生懸命に説明してゆく。 我々なりに、女川町に還元する方法を考えた。
小物を受け取って頂いたご来場者の方々に、カードをご記載頂くのだ。
女川町のお母さん達はそんな事望んでいない。
きっと、ただ、喜んでくれれば良いと思っている。

女川のお母さん達からの感謝が籠った小物達

でも、微々たる事かもしれないが、笑顔を見たい。 小さいが橋渡しになりたい。
想いは、本物だ。
数人のメンバーが自ら志願して、お客さんの誘導の為に外に出てくれていた。
クラウン・サンジさんも、回廊でのパフォーマンスを変更し、外で、活動して下さった。
午後
外は、初夏を通り越し、すっかり夏空だ。 突然、来場者が増えた。
今回初の試みである、周辺お食事処を示した地図を元に、お食事に出られた方々が戻られる。
ホールロビーは熱気を帯び、冷房が付いていても、屋外の方が涼しいくらいだ。
応援団ブースでは、エコバッグが売れてきていた。
コンテナ村商店街マルサンさんで作製したエコバッグ、WE NEVER FORGET が広がるようで嬉しい。
日本経済新聞社さんの写真展示は、常に人が居た。 思わず見入る今の被災地を伝える写真の数々。
涙をぬぐう方も、ちらほら見られる。

お昼過ぎ、ロビーは人で溢れました

14時10分、髙政さんの蒲鉾が完売した。 開始から、まだ４時間、あっと言う間であった。
購入支援の意識が、東京の人間に、強い事の現れであった。
もちろん、髙政さんの蒲鉾は被災地の物と考える必要無く美味しい。 必ずリピートして下さる。 きっと。
その後、蒲鉾は無いのですか？ と残念そうに聞かれる事が増えた。
ご購入頂けなかった皆様、申し訳ございませんでした。 本当に美味しいのに…
松鶴家ぽんさんによる手品がホールロビーで行われた。
繰り出される技の数々に、子供の目が輝く。 おしみない拍手が、ロビーを埋め尽くす。
笑顔の花がパーっと咲いた。
ロビー内にいらっしゃる方々にお声かけ頂き、気軽にお話させて頂ける。
写真は雄弁です

活動の話、今の女川町の話。 熱心に質問をして頂ける事が多かった。
全ての方に対応しきれない事が歯がゆい。
被災地の情報が少なくなった今、我々の様な素人でも、お伝え出来る事がある事を感じた。
そして、皆様、一様に、これからも支援は必要なのですね。 と言って下さる。
第３回は、いつですか？ 聞いて頂ける嬉しさ。
１８時半 撤収開始。 最後まで、来場者が途切れる事はなかった。

以上、活動レポートとさせて頂きます。
どうなるんだろう。子供も大人もワクワク。

５. 活動成果
(1) 経験、実績を残したこと

・ 女川町の現状を多くの方にお話出来た。

・ 約５００人もの集客が出来た。

・ 弊会の支援活動を、多くの方にお話出来た。

・ 女川町の生の声を届ける事が出来た。

・ 沢山の女川町に関わる方々のお話を、伺う事が出来た。

・ 女川町の物産は、開場から約４時間で完売した。

・ メンバー全員が、心を一つに活動する事が出来た。

・ 素敵な出演者のご協力から、楽しい会となった。

・ 明るく楽しい会を事故無く運営する事が出来た。

(2) 東京における被災地への印象、認知の状況を知れたこと
・ 女川町への継続的な支援の必要性を、多くの東京の方々が、知る事を求めていた。
・ 被災地への関心は、まだ失われていなかった。
・ 東京に住む多くの方々が、購入支援の認識を強く持っていた。

６. 今後の予定
(１) 女川町７月支援活動の予定
７月２１日〜７月２２日。 女川町の針浜地区仮設住宅、旧第三小学校仮設住宅、石浜地区在宅に伺います。
がんばっぺ東北！、にて、お世話になりましたお母さんがたと一緒に、BBQ大会＆スイカ割り＆花火大会を開催します。
女川町の皆様の心に寄り添う事を、続けさせて頂きたいと思います。
何か楽しい事が出来ないか、何か心弾む事が出来ないか、頭を捻っております。

(２) 女川町８月支援活動の予定・・・REALeYEさんより参加協力の要請
８月１３日。 女川 常夜灯 「迎え火」。 REALeYEさん主催、対話工房さん、女川町観光協会さん、華夕美さん協力。
御先祖様、そして震災により旅立ってしまった家族・友人・恋人･･･大切な人を迎える為、、「迎え火」を焚きます。
こちらのプロジェクトに微力ながら参加協力させていただきます。

皆さまご支援の程、今後ともよろしくお願いいたします。

７. 補足事項
(１) スタッフ (敬称略/順不同)
真野 寛太（PA）

久我 真也（PA）

松尾 輝明 （撮影）

松尾 久美子 （撮影）

中澤 勇貴（PA)

染谷 美佳（PA)

栗本 明枝（PA）

川端 陽子

勝村 淳

近藤 尚之

石川 俊子

深谷 倫子

橋本 翔二

山中 秀樹

佐藤 由香

野間 比呂志

片桐 稔

小澤 雅志

相原 朋子

木村 和郎

藤原 朗

小林 歩

高橋 醇伎

石川 重美

浅野 礼博

東福寺 緑

若本 智子

藤本 和枝

末石 義史

瓜田 創

高橋 政代

石川 稚子

仲村 光史

小澤 徹

府川 めぐみ

藤井 麻未

増平 貴之

村上 末乃

後藤 奈津子

石川 篤史

金子 しのぶ

伊井 涼子

渡邉 淳子

安部 由美

橋本 芙美

池上 珠子

蜜口 真人

野口 砂絵子

平林 真百合

工藤 美樹子

小澤 静子

川尻 由美子

島田 束沙

三上 加寿子

仙頭 淳子

工藤 史大

(２) 女川町からの出演者 (敬称略/順不同)
須田 めぐみ （社会福祉協議会）

高橋 正樹 （株式会社 高政）

REALeYE （高橋圭介、高橋一枝）

(３) 出演者 (敬称略/順不同)
Samba Nova

奥野 勝利

セ三味ストリート

松鶴家ぽん

TAP DO！

クラウン・サンジ

MAKO

SUITE VOICE

明治学院大学 白金ベルハーモニーリンガーズ

三光小学校児童合唱団

慈恵ゴスペルクワイヤ

プアマエオレ フラスタジオ

(４) 協 賛 (敬称略/順不同)
大東マーク工業 株式会社

株式会社 モランボン

(５) 協 力 (敬称略/順不同)
日本経済新聞社

社会福祉法人 女川町社会福祉協議会

女川水産加工研究会

REALeYE

女川町マザーズ

白金小学校

高輪地区総合支所

高輪区民センター

どんぐりの会

有限会社 GTO

(６) 制作協力 (敬称略/順不同)
マレーグマ（フライヤー・ポスターデザイン）

株式会社 箕輪製本工所（プログラム・アンケート）

株式会社 カワチヤ・プリント （横断幕・看板）

(７) PA協力 (敬称略/順不同)
日本工学院 ミュージックカレッジ

皆様からの、あたたかいご支援・ご協力のうえで、成り立っております。
本当に、ありがとうございました。
継続して、被災地への支援活動をしてまいりますので、今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

平成２４年７月１６日
東北被災地応援団 白金支部
工藤 史大
★東北被災地応援団 白金支部 ＷＥＢサイト★
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