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１. １. １. １. はじめにはじめにはじめにはじめに

2013年も年の瀬が近づいてきました。 本年は二つの夏祭りの参加、昨年に続いての「みなと区民まつり」、そして「第3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！”」と、4回の東京での活動、初めての試みの「復興支援バスツアー in 女川町」と、通常の仮設住宅訪問

活動の他にも幅を広げて活動を行ってまいりました。 震災から時間経過するとともに、世間の被災地への関心は益々薄れつつあります。 東京での

啓発活動に重点を置くことを、引き続き考えていかなければならないところではありますが、私共の活動の原動力である、大好きな女川町の方々と

直接ふれあえる、仮設住宅の訪問活動を年内最後の活動とさせていただきました。

本年も東北被災地応援団 白金支部の活動にご協力、ご支援いただきました各方面の皆様に、この場を借りまして深くお礼申し上げます。

 来年も引き続きのご協力、ご支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。

２.２.２.２. 現在の女川町について 現在の女川町について 現在の女川町について 現在の女川町について

10月25日、不通が続いているJR石巻線浦宿－女川間が、2015年3月に再開することが発表されました。 駅舎に再建予定の足湯施設「ゆぽっぽ」や

駅から続くプロムナードの構想、駅を中心とした一体的再建計画を実現すべく、復興工事が進んでいくことと思います。 また、町の主要産業の再建を

加速させるであろう 水産加工団地への申込みも行われ、事業再開を望む方々の沢山の入居希望があったそうです。 そして、女川ブランドの構築を

目指す「復幸まちづくり女川合同会社」は「AGAIN女川（あがいん女川）」としてブランド商品の販売を発表しました。 町のインフラを整えるとともに、

未来に引き継げる魅力的な街づくりが行われています。

 一方、私共が訪問させていただいている仮設住宅などでお話を伺うと、嵩上げ工事終了後まで待てないという方や、町外で働く方が、町外への

移転をお考えの話を耳にます。 新しい街は自分の慣れ親しんだ女川町の面影がなくなってしまっているのではないか、自分の知る故郷では

なくなってしまうのではないか、そんな不安を口にされる方もいらっしゃい ました。 町民の方々が期待をもって女川町の再建を見守り、再建後の

女川町を自分達の手で復興させることに希望を持たれることを切に願います。

３.３.３.３. 活動報告 活動報告 活動報告 活動報告

日も短くなってきたことから、今回より金曜日の夜に出発、車で仮眠の後、女川町に午前中から入り、昼間の活動に切り替えとなりました。 昨年に　

続いての「あにまるにーず」様、「なおやマン」様のご協力によるイベント、以前より計画のあった芋煮会の開催となりました。 また、今年の東京での

活動で度々活躍してくれていた大学生メンバーが三名、初めて我々と一緒に女川町入りです。

以下、活動について報告させていただきます。

熊野神社から女川湾を臨む女川町中心地 　　町内に配布いただいたチラシ

被災された皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。 一日も早い復興を、心からお祈り申し上げます。

女川町 支援活動レポート

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、



(1)　活動内容

A.　活動日程 2013年11月8日（金）夜出発～11月10日（日）夕方戻り

B.　目的地 清水地区仮設住宅 （144世帯　365人）

C.　活動内容 ①青空昼食会 （じょっぱりの味、芋煮会）

②ミニ移動動物園 （ＮＰＯ法人あにまるにーず 様）

③なおやマンのヘンテコパーティー 　 （なおやマン＆しま：アイ 様）

(2)　活動レポート

2013年11月3日（日）2013年11月3日（日）2013年11月3日（日）2013年11月3日（日）

活動前の打ち合せが行われました。  幹事会を除いては今年最後の打ち合わせとなりました。 活動の詳細を確認後、今年の総括として改めて

この会発足当時の経緯から振り返り、本当に必要とされる支援を見極めるために何が必要なのか、震災から3年目の来年を迎えるにあたり、

今後の支援を考える時間をもちました。

2013年11月8日（金）2013年11月8日（金）2013年11月8日（金）2013年11月8日（金）

午後午後午後午後

後方支援者、時間が空いたメンバーが準備を進めます。 今回の青空昼食会は東北出身のメンバーが以前から提案していた芋煮会です。 

必要な五徳、鍋などの道具を用意します。 芋煮に使用する食材は清水地区のお母さん方にあらかじめご相談し、女川町コンテナ村商店街の

「マルカネ阿部商店」さん、「相喜フルーツ」さんに発注して、下ごしらえをお願いさせていただきました。

20:0020:0020:0020:00

仕事が終わったメンバーが次々に尚礼会町会集会場に到着。  天気予報によると、明日は晴れですが、気温は最高気温でも15度、最低気温は

5度の予報。 皆、温かい服装で集合です。 運搬用の車も到着したので、用意した荷物の積み込みを始めます。

21:0021:0021:0021:00

全員集合、体調を崩して欠席者が出たため、配車の変更が告げられ、4台の車に乗り込んで出発となりました。 首都高速道路の混雑もなく

東北道に入り、順調に進みます。 予定していたサービスエリアで休憩を取りながら、仮眠場所の春日パーキングエリアを目指します。

2013年11月9日（土）2013年11月9日（土）2013年11月9日（土）2013年11月9日（土）

1:301:301:301:30

春日パーキングエリアに到着。 車の外は5度を下回る寒さ、明日の昼間の女川町は気温が上がることを祈りながら、しばし仮眠をとりました。

6:306:306:306:30

雲ひとつない空に日が昇り始め、朝になりました。 メンバー一同、寝不足ぎみの顔ですが、女川町へと気持ちは逸り、手早く身支度を整えて

出発です。 昨夜は分かりませんでしたが、辺りの山々は紅葉で色づき、すばらしい景色です。

8:008:008:008:00

三陸道から一般道を経て、石巻から女川街道に入り、右手に万石浦が見えてきました。 牡蠣やホタテの養殖のブイが浮かぶ水面は、日に照ら

されてキラキラ光っています。 前月に東日本を襲った台風により、水揚げが始まったばかりの牡蠣の養殖に影響があったとのニュースがあり、心配

されましたが、今日の万石浦は穏やかに見えました。 

出発前に尚礼会集会所にて 　　女川町に到着後はまず慰霊碑へ 　　活動前の打ち合わせを行って集合写真



女川町に入って、まずは高台にある地域医療センターに向かい、女川湾を背に立てられた東日本大震災慰霊碑にお参りです。 2日後の11日は、

震災から2年8ヶ月目の月命日です。 女川町では1万人いた人口の内、569名がお亡くなりになり、さらに250名を越える方々が行方不明のまま、

死亡認定されています。 慰霊碑、そして女川湾に向かって、一同手を合わせて黙祷です。

8:308:308:308:30

今回も営業時間前でしたが、「おかせい」さんで朝食をいただきました。 こちらに寄るのは初めてというメンバーは、海の幸がつまったボリューム

たっぷりの「特選女川丼」に目を丸くします。 店内では、「AGAIN女川」のブランドとして開発された「ほたてのオリーブ漬け」が販売されていました。

9:159:159:159:15

清水地区仮設住宅に到着です。 今日は午前中から合同避難訓練とのこと、町の消防団の車が広場に止まっていました。 この地で震災を経験

されている方々にとっては、またくるかも知れない災害に対する備えはとても大切なこと、皆さん熱心に消防の方のお話に耳を傾けられています。 

訓練の合間を見て高橋自治会長にご挨拶をさせていただき、集会所前の端に荷物をおろさせていただき、少しずつ設営を始めます。

10:0010:0010:0010:00

「あにまるにーず」さんも到着し、早速ご挨拶をさせていただきます。 設営場所などをご相談し、復興支援センターさんからお借りした大型テントを

使って犬や猫、ウサギ、ハムスターなどの小動物用のスペースを作ります。 今回来てくれた二匹の陸亀達は寒さがとっても苦手です。 亀用に、

ヒーターをいれた特別なテントも立てられました。 動物達を車から降ろし始めると、早々と集会所の周りにいた子供達が集まってきて、待ちきれずに

近寄ってきました。

芋煮会担当のメンバーは、湯沸しから始めます。 避難訓練が終わったお母さん達が下ごしらえをしてくださった食材を持って集まってくださり、

準備を進めていきます。 今回の芋煮には、小麦粉を練ってちぎり、茹でたすいとんのような食感の「はっと」も作ることになりました。 手際よく準備を

進めるお母さん達の叱咤激励を受け、若い男性メンバーが小麦粉をこねていきます。

告知担当のメンバーは、一戸一戸お訪ねし、今日のイベントのお誘いにうかがいました。 今日は小学校の学芸会も重なっているとのこと、小学生

のお子さんのいらっしゃるお家は既に留守にされていたり、これから学校に行くというご家族もいらっしゃいましたが、ミニ移動動物園やワークショップ

のことをお伝えすると、「何時までやっているの？子供が喜ぶから帰ってきたら連れて行きたいわ」と、おっしゃってくださる方もいらっしゃいました。

この日在宅の方は、ご家族を仕事に送り出した後に家に残られていた方や、小さなお子さんのいる方、高齢の方が中心でした。 立ち話をしてくだ

さったお母さんお二人は、一人暮らし同士でこの仮設住宅で仲良くされているそうです。 これから二人でちょっと「のっつおぅ」しに行くけれども、

帰ってきたら芋煮食べに行こうかなと、いってくださいました。 「のっつおぅ」とは、ふらっと遊びにいくことだそうです。 また、清水地区の裏に、昨年

東北福祉大学の支援によって作られた「ふれあい農園」から収穫したという唐辛子を、軒先で干しているお母さんもいらっしゃいました。

他にもいろいろと作っていて、季節によって採れる物を楽しんでいらっしゃるようでした。 一方、余り外に出たくないという方もいらっしゃいます。

言葉少ない中、普段から周りの方との付き合いも余りされていないことが伺えるようなご様子、曇りがちな表情がとても気になりました。

ここ清水地区仮設住宅は、比較的海抜の低い場所に作られ、今では片付けられましたが、瓦礫の集積所の間を通らないとたどり着けない立地に

作られました。 もともと清水地区にお住まいで、ここに入居された方もいらっしゃいますが、どこの仮設住宅にも当選せず、なかなか避難所をでる

ことができなかった方々も、町内の各所から入居されているそうです。 何度もお伺いしている清水地区仮設住宅ですが、そのような背景から、他の

仮設住宅に比べコミュニティの形成が遅れている様に感じていました。 それでも2011年7月の入居から2年の歳月を経て、生活の基盤を作りつつ

ある方、そうでない方と、差が出ている様に思います。 そして、せっかく生活の基盤をつくられたとしても、ここでの生活はずっと続くものでもありま

せん。 もちろん、仮設住宅を出て永住できる場所に移ることが皆さんのご希望ではあるとは思いますが、移転先でまた一から生活の基盤づくりを

始めなくてはなりません。 ご高齢の方にとってはご負担の多いことのように思います。

　　配布を始めたホープツリーに早速絵を描く子供芋煮会の準備も着々と進みます 早く遊びたいよー



11:3011:3011:3011:30

味噌で味付けされた芋煮が完成。 動物達も各ゲージに入れられお客様を迎える準備が完了し、「青空昼食会」と「ミニ移動動物園」の始まりです！ 

開始時間前から、次々と清水地区外から車で来てくださる方がいらっしゃり、集会所の道路を挟んだ駐車スペースに車を誘導します。 他の地区

から車でくる方の為にと、高橋自治会長が雑草が生えていた空き地の草刈をしてくださっていました。 

「ミニ移動動物園」の端では、「ホープツリー」の配布も行いました。 デザイナーの青木 大樹さんと、呼び掛けに賛同したアーティストHIRANO.さん

とのコラボレーションによって作成されたペーパークラフトで、下地のデザインに合わせてお絵かきができるようになっています。 テーブルの上に

飾られた色とりどりの「ホープツリー」に惹かれ、子供達が寄ってきます。 「お絵かきしてみる？」と、用意したカラーペンを渡すと、早速その場で

書き始めました。 家で子供に書かせたいと、持ち帰られるお父さん、お母さんもいらっしゃいました。

「ミニ移動動物園」「ミニ移動動物園」「ミニ移動動物園」「ミニ移動動物園」

ご協力：NPO法人 あにまるにーず 様

開始時間前から待ちわびていた子供達は、開始時刻と共にテントをビニールで囲った即席動物園に早速入場です。 一番人気はハムスター、

子供のげんこつぐらいの小ささで、ポケットに入ってしまう大きさです。 両手で落とさない様に大切にハムスターをすくい上げ、「かわいい！」と、

笑顔になります。 以前犬を飼っていたというご年配の方は、懐かしそうに犬をなでていらっしゃいました。 昨年来てくれたやぎの「ウシくん」や、

ポニーを覚えていて会いに来てくれた方もいらっしゃいましたが、今回は「ウシくん」やポニーは家にお留守番、代わりにに来てくれた陸亀くんを

紹介します。 小さな子供であれば背中に乗せてテント内を歩いてくれます。 大きな亀に興味深々で近付く子供達ですが、「乗ってみる？」と勧めると

怖がって乗れない子供や、乗ってはみたものの動き出すと思わず泣き出す子供もいました。 一緒に来た大人たちはそんな子供達を本当ににこやか

に見守り、はしゃぐわが子を写真に収めようとシャッターを一生懸命切っていらっしゃいました。 テントの端の方では「あにまるにーず」のスタッフの方

が色とりどりの風船をプレゼントしてくださいました。 長細い風船は犬や剣、キャラクターに次々と変身し、手渡された子供達は嬉しそうに受取って

いきました。 

ワークショップ「なおやマンのヘンテコパーティー」ワークショップ「なおやマンのヘンテコパーティー」ワークショップ「なおやマンのヘンテコパーティー」ワークショップ「なおやマンのヘンテコパーティー」

ご協力：なおやマン様、しま：アイ様

第1回　13：00～13：30

第2回　14：00～14：30

ハムスターのケージから子供達が離れません 　動く亀におっかなびっくり 風船のプレゼントに子供達は大喜び

芋煮会の準備が整いました ぞくぞくと集まってきてくださった方々が青空昼食会で芋煮を楽しみます



「なおやマン」さん、「しま：アイ」さんと清水地区仮設住宅で合流、ワークショップ手伝いのスタッフ2名がご挨拶させていただきました。　スタッフ

2名はワークショップにアシスタントとしてお手伝いさせていただくことになり、進行の妨げにならないよう、お伺いした役割を何度も確認、開始時刻

まで練習です。 集会所の外では、ミニ移動動物園に集まった子供達にこれから「ヘンテコパーティー」が始まることを告げると、「どんなことするの？」

「どこでやるの？」と興味津々に聞いてきます。 子供達は待ちきれず集会所の中を覗こうとしますが、アシスタント役のスタッフ2名が、お借りした

衣装で登場し、開始時刻まで子供達の注意を引きます。 仮装の効果は絶大、次々に子供達が毎回限定30枚のワークショップのチケットを受け取り

ます。 いよいよパーティーの始まりです！

窓を暗幕で覆われ、真っ暗になった集会所にどぎまぎしながら入ってきた子供達を、どうぶつ森のタヌキさんに扮した「しま：アイ」さんが迎えます。

いよいよピンクのつんつん頭にキラキラ衣装の「なおやマン」さんが登場、子供達はこれから起こる楽しそうなことを見逃すまいと、わくわくした表情で

見つめます。 そして「なおやマン」さんが連れてきた”光の妖精”達と、「ひかりパーティー」が始まりました。 パーティーでは、キラキラマシーンが

出てきたり、キラキラボール遊びでゲームをしたりと、盛り沢山です。 すぐに消えてなくなるバラの香りの光のドーナツが飛び出してくると、子供達は、

「こっちにちょうだい！」と、口に入れようと一生懸命です。 外は日が陰り始め、寒くなってきていましたが、集会所の中は子供達の熱気で満たされ

ていました。 あっという間に楽しい「ひかりパーティー」は終了、暗いところから外にでてきた子供達は視覚を引き続き楽しみます。 キラキラなわとび

や、キラキラボールで外で遊び続ける子供達。 みんなの笑顔も光のようにキラキラ、見守る大人たちの顔もキラキラ輝いていました。

15:0015:0015:0015:00

日が落ちてきて、集会所前の広場はほとんどが日陰となり、大分冷え込んできました。 集会所前の飲食スペースでは、他の仮設住宅からいらっ

しゃって、以前からの知り合いの方との再会を楽しんでいる方々や、ご家族で団欒している方、久しぶりの外出を楽しむ母さん達が、おしゃべりを

されていらっしゃいましたが、そろそろ片付けの時間になりました。

16:0016:0016:0016:00

たくさんの子供達を楽しませてくれた動物達と、動物を連れてきてくださった「あにまるにーず」さんとはここでお別れです。 バス停までお送りする

「なおやマン」さんを交え、最後まで残ってくださったお母さん方と共に記念撮影をし、高橋自治会長にご挨拶を済ませ、清水地区仮設住宅を後に

しました。

16：3016：3016：3016：30

　宿へ移動する前に「希望の鐘商店街」によらせていただきました。 こちらには「女川町観光協会」の事務所があります。 夏のお祭りや、10月の

「みなと区民まつり」でブースに女川町の息吹を吹き込んでくれていた大漁旗を、活動レポートを添えてお返しさせていただきました。 夕暮れの

「希望の鐘商店街」でしたが、まだ開いているお店もあり、メンバー一同、短い時間でしたが買い物も楽しめたようです。 これで本日の全ての

行程が終了し、お世話になる華夕美さんに向かいました。

報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）

ゲスト： 針浜地区仮設住宅 自治会長 桜井 様、山田　千裕 様（女川向学館）

各担当ごとに今日の活動を通して感じたことを報告しました。 昨年の同じ企画を覚えていてくださった方も多く、本当に楽しみにしていただいて

いたこと、また女川町内の関係各所に告知のご協力をいただいたお陰で、清水地区仮設住宅以外の方々もたくさん来てくださっていたことが

報告に挙がりました。 告知のご協力をいただきました「女川向学館」の山田さんにお越しいただいておりましたので、改めてお礼を申し上げました。

また、針浜仮設住宅の自治会長、桜井さんもお越しくださいました。 今年の3月にお訪ねしてから少し時間が空いてしまいましたが、来年に

再訪させていただきたく、訪問活動に関してご相談させていただきました。　

子供達は「なおやマン」さんを一心に見つめます 子供達はおおはしゃぎ！ 清水地区を後にする前に記念撮影
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お世話になった宿を出発し、お土産を購入しに「蒲鉾本舗高政」の「万石の里」に伺いました。 前日とは打って変わって荒れ模様のお天気です。

今にも雨を降らせそうな低い雲が空を覆い、気温も大分低く、最後のお買い物ポイント「おさなか市場 マリンパル」前に広がる万石浦から吹き付ける

冷たい風が、女川町に冬がすぐそこまで近付いていることを肌で感じさせてくれました。　

買い物を済ませ、女川町を離れた後、石巻市の「サンファン・パーク」を目指します。 江戸時代に使節団をスペインまで送るために建造された、

巨大帆船のサン・ファン・バウティスタ号を復元、石巻湾に面した入り江に係留させ、目の前に広がる石巻湾の景観と共に、訪れる観光客を楽しま

せていたようですが、震災により被害を受け、バウティスタ号の公開や併設する「サンファン館」の休館を余儀なくされていました。 そしてこの11月、

2年8ヶ月ぶりに再開したとの情報を聞き、早速伺ってみました。 私共が到着した時刻はあいにく開館前の時間で中には入れませんでしたが、

悪天候にも関わらず、以前こちらを訪れたときよりも人が多く、大型バスなども停留し開館の時間を待っている方々がいらっしゃりました。 津波の

被害を受けた地域では、こうして少しずつ、一つずつ、再建、再開の努力が続けられています。

最後に「かき小屋渡波」に立ち寄りました。 応援団として活動の帰りに度々寄らせていただいているこちらの牡蛎小屋は、10月に日本を襲った

大型台風で、テントなどを壊されたりなどの被害を受けたという知らせに、私共も胸を痛めておりましたが、無事に営業を再開されたとのお知らせを

受け、陣中見舞いに伺いました。 私共が到着すると、ご主人の寺岡さんがお元気そうないつもの笑顔で迎えてくださり一安心。 美味しい牡蠣を

いただき、帰路につきました。

４. 活動を終えて４. 活動を終えて４. 活動を終えて４. 活動を終えて

これから被災した地域は3度目の冬を迎えます。 来月は年の瀬となり、今年もたくさんの方々が仮設住宅でお正月を迎えることになりますが、

その中でも、女川町を出る決断をされた方、町内で住宅の再建の目処がたった方、仮設住宅での生活が日常になりつつあり、それを受け入れようと

されている方、反対に仮設住宅での生活にストレスを強く感じ、もう限界だとおっしゃる方、震災から時間た経つにつれ、個々の方々の事情に差が

出始め、必要とされる支援も様々になって来ている様に感じました。 「またきてね」とおっしゃって下さる方がいらっしゃる限り、継続した支援を、

というのがメンバー一同の思いに変わりはありませんが、求められる支援が多様化する中、活動の方向性を見誤らないよう、活動の中で感じたこと、

見聞きしたことを共有し、今後の活動計画に役立たせる必要があることをよりいっそう感じる今回の活動でした。

また、今回は3名の大学生が参加しての活動となりました。 大学で企画されたスタディーツアーに以前参加し、女川町を訪問、語り部さんや町を

牽引する方々のお話を聞き、女川町が大好きになり、自分達でも継続して女川町に関わりたいとの気持ちをもった学生達です。 仮設住宅を訪ね、

一般の方々と接することは、スタディーツアーとはまた違った経験になったことと思います。 復興にはまだまだ長い月日を要します。 若い方々が

関心を持ち続け、継続して支援に関わり、自分達の視点で感じたこと、思うことを発信、行動に移してもらえることを切に願います。　

５. 今後の予定５. 今後の予定５. 今後の予定５. 今後の予定

2013年の活動は全て終了いたしました。 皆様のご協力、本当にありがとうございました。 2014年の予定に関しては現在調整中です。 確定次第、

弊会ホームページの方でお知らせさせていただきます。 来年度もご支援のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

６. 補足事項６. 補足事項６. 補足事項６. 補足事項

　 (1) 参加者 (敬称略/順不同)

小澤　 徹 藤原　  朗 瓜田 　 創 石川　重美

加藤　準一 近藤　尚之 平井　智子 安部　由美

後藤　奈津子 青木  遥 木村 綾花 稲吉 華那

三上　加寿子 工藤　史大

サンファンパークから望む石巻湾 牡蠣をほおばるメンバー 牡蛎小屋のご主人の寺岡さん



　 (2) 後方支援者 (敬称略/順不同)

尚礼会町会 橋本  翔二 小澤　雅志 川端　陽子

　 (3) 食材等支援提供 (敬称略/順不同)

株式会社　ビー・エヌ・アイ 壱岐酒造 

(4) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

参加メンバー ホルモン焼き夏冬 野口猛彦・トシ子 牧野　卓

橋本  翔二

　 (5) 現地受け入れ先

宮城県女川町災害復興支援センター （旧：災害ボランティアセンター）　様

　 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。

私達は、被災地への支援活動を、継続していきます。 今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

平成２５年１１月１７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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