女川町 支援活動レポート
2013.7.6 ～ 2013.7.7

(宮城県牡鹿郡女川町 清水地区仮設住宅および石浜地区在宅にて)

頑張ろう日本！

頑張ろう東北！

平成２５年７月１５日（日）

東北被災地応援団 白金支部

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、
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
東日本大震災から2年と4ヶ月が経ちました。 今年の3月以来、4ヶ月ぶりの仮設住宅、在宅地域を訪ねる活動となりました。 チャリティコンサート、
復興支援バスツアーとイベントが続き、少し時間が空いてしまいましたので、参加メンバーも女川町の皆さんに会えることを楽しみにしておりました。
東北被災地応援団 白金支部として、女川町を訪れるようになって早2年と2ヶ月。 いつもお伺いしている地域では、本当に快く迎えて
いただきます。 何度かお伺いする中で、言葉を交わしたことを覚えていて下さって、反対に声をかけていただくこともあります。 東京での活動や、
復興支援バスツアーなど、活動が多岐に渡ってきておりますが、仮設住宅や在宅地域の集会場をお訪ねする活動は、やはり我々の基軸となる
ところ、大切にしてきたいと考えております。

２. 現在の女川町について
新しい街づくりに向けて、工事が進んでいます。 行政と民間の間では、盛土工事の同意、被災した土地の買い上げなどが行われているそうです。
我々が訪れた翌週からは、中心部の嵩上げ工事が本格化する為、一部のエリアが、車両通行止め、立ち入り禁止となり、小学校・中学校・役場・
総合体育館などの主要建物に行く場合は、迂回しなくてはいけなくなるそうです。 交通規制は、駅舎などが出来上がる予定の平成27年3月まで
続くそうです。 復興への道のり、当たり前だったことを取り戻すための我慢はままだまだ続きます。

清水地区へ向かう道の両側に集積されていたガレキも無くなり…

残っていた横倒しのビルは協議の結果、取り壊しが決まったそうです

３. 活動報告
今回初めての参加者も含め、総勢20名での訪問となりました。 夏場になって日も伸びてきたことから、当日の朝出発とし、午後から夕方の活動
となりました。 以下、活動について報告させていただきます。
(1) 活動内容
A. 活動日程

2013年7月6日（土）～7月7日（日）夕方戻り

B. 目的地

①石浜地区在宅 （12世帯 15人）
②清水地区仮設住宅 （144世帯 364人）

C. 活動内容

①BBQ大会 （＋花火大会・清水地区のみ）
②立川志の八さんによる落語
③FANCLさんによる、ハンドマッサージ＋メイク＋ネイル＋青汁提供

(2) 活動レポート
2013年6月23日（日）
活動前の打ち合せが行われました。 今回は参加メンバーの他、1名のオブザーバーの方にお越しいただきました。
以下、ミーティングの内容になります。
①映像試写
初めての参加の方も多かったこと、4ヶ月ぶりの在宅地域、仮設住宅への訪問ということなどを踏まえ、皆さんに改めて震災の映像を見て
いただきました。 我々が訪ねる地域で起きた事をきちんと心に受け止めるうえで、震災の映像を見て振り返ることは大切なことと捉えています。
②7月活動計画に関して（全体）
③7月活動計画グループに分かれての詳細説明
石浜地区と清水地区へお邪魔するメンバーに分かれて、当日の役割などを詳しく説明、お互いの動きを確認します。
④先の予定に関して、及び出欠状況の確認
8月は2つの東京でのイベント、「白金/四の橋納涼祭り」、「麻布十番納涼祭り」に出店する為、スタッフとしての参加の呼びかけ、出欠を
とりました。
2013年7月5日（金）
後方支援者、都合のついた参加メンバーによって午後から準備すすめられます。 今回は前日から2台のレンタカーをお借りします。 そのうちの
1台を使って、各所から必要用具を集め、またBBQ用具を昨年に引き続きご協力いただきました「BBQワールド」さんからお借りします。 午後7時過ぎ
には仕事が終わったメンバー、今回参加はできませんが積み込みだけでもと、集まってくれたメンバーによって手際よく積み込みが行われました。
2013年7月6日（土）
6:00
全員が集まり、5台に分乗して出発となりました。 お天気にも恵まれ、久しぶりの明るい中での移動です。 女川町のお天気も大変良いようで、
絶好のBBQ日和となりそうです。
12:40
途中、事故渋滞などの影響で、30分遅れて「マリンパル女川」に到着。 ここで、昼食に向かうチームごとに車を乗り換え、昼食の場所に
向かいます。 昼食時、1～2時待ちの「おかせい」さんからは、食材の引き取りと共にお弁当を持ち帰らせていただきます。 「花菖蒲」さんには
4人のメンバーがお伺いして、数ある小鉢が楽しい"松花堂弁当"をいただきました。 「ニューこのり」ではあらかじめ注文していたメニューの昼食を,
用意しておいていただきました。 短い時間ながらも女川町の美味しい海の幸を堪能し、コンテナ村商店街で食材を引き取って、まずは全員清水地区
へ集合です。 必要荷物の積み替えを行い、石浜地区へ向かうメンバーは再び車に乗りました。

男性メンバー中心に積み込みです

「ニューこのり」のウニ定食

積み込みはまるでテトリス！

「ニューこのり」の穴子定食です

「花菖蒲」の松花堂弁当です

「ニューこのり」の刺身定食七海

石浜地区活動レポート
石浜地区在宅 （12世帯 15人）
リーダー： 安部 由美
メンバー： 小澤 徹、 鹿内 美穂、 瓜田 創
石浜地区は女川漁港から山間に上る一帯にある地域です。 震災前はおよそ１００世帯が暮らしていたとのことですが、津波が勾配を
かけあがり多くの家が被害を受けました。 今は１２世帯の方が生活をされています。今回も空家になっていたお宅を改装した集会所を
使わせていただきました。集会所には水道が通り、トイレもできていました。 新たにカラオケセットも置かれていました。また津波の難を逃れた
氏神さまの獅子頭も大切に保管されていました。 今は違う町に住んでいらっしゃる方など、初めて顔を出してくださった方もいらして、また
新たなご縁ができました。
14:00
時間を少し過ぎて石浜地区に到着すると、すでに何名かの方が集会所を開けて待っていてくださいました。
以前から落語ができるかも…とお伝えしていて、今回実現することになった落語を皆さま本当に楽しみに待っていてくださいました。
「志の八さんがいらしたら書いてもらいたい」と色紙を用意されていました。 そして私たち応援団にも色紙を用意してくださっていたので、
恐縮しながらメンバーも寄せ書きをさせていただきました。
14:30
「FANCL」さんからはお二人が石浜地区に同行してくださいました。 お話もそこそこに、早速ハンドマッサージスタートです。 もちろん使用する
のは「FANCL」のハンドクリーム、とても気持ちよさそうです。 初めはマッサージする方もされる方もお互い緊張の面持ちでしたが、
すぐにリラックスモードに。 ハンドマッサージを受けて皆さんうっとりされていました。
ハンドマッサージと並行して、お隣のスペースではお茶会をスタート。 あんみつと金魚が浮かんだ涼しげなゼリーが大好評です。
毎回恒例の、後方支援川端の用意したお漬物も大好評。 めずらしいズッキーニが入ったお漬物が話題となりました。
この日は女川町もとても暑く、石浜地区の方が、わざわざ冷たいお茶を買いに行ってくださいました。 ありがとうございます。

「FANCL」の男性スタッフのマッサージは力強くて、
気持ちよさそう！

BBQの前にちょっと、お茶会

「立川志の八」さんの巧みな話術に引きこまれ…

16:00
全員の方のハンドマッサージが終わるころ、「立川志の八」さんの到着です。 即席でテーブルに毛氈をかけ高座を作りますが、普段の高座とは
異なる環境の中、志の八さんが笑顔で登場。 お着物姿には扇風機の風も心もとない感じではありましたが、さすがプロの迫力で４０分間２つの
お話をして下さいました。 途中、柱時計の音が２度鳴りましたが、それも自然とお話しに盛り込まれ、聞いている全員が引き込まれていきます。
お母さま方は、始めあまりの近さに声を出して笑うのをためらわれ、必死に声を押し殺しておられました。 それでもあまりの面白さに最後には
涙や鼻水を流して笑っていらっしゃいました。
一緒に聞いていたメンバーやFANCLさんも大笑いでした。FANCLさんは帰りのバスの時間のため、ここでお別れです。 集会所で使い勝手の
よいように…とスティックタイプのお茶もくださりました。 ありがとうございます。
17：00
いよいよBBQの時間です。 落語の間に炭をおこしていたので、すぐに焼き始められます。 志の八さんも着替えられ、石浜地区の方と
一緒にご歓談いただきます。 肉厚のしいたけ、新鮮なピーマン、玉ねぎ、なすなどは相喜フルーツさんが使いやすいようにカットしてくださって
います。 岡清さんで購入したエビやホタテもプリップリッ！ とてもおいしそうです。 好評ですぐになくなりました。

また「山善食品」さんからご支援いただいたイベリコ豚とハンバーグも大好評！普段あまりお肉は召し上がらないと聞いていたのですが、
口々に「おいしい！」と言ってくださり、焼くのが追い付かないほどでした。 ハンバーグはボリュームがあるからお持ち帰りいただこうか…と、
思いつつ焼いてお出ししてみると、こちらも大好評！ すべて焼くことになりました。
こうして用意した食材をすべて焼いて召し上がっていただくことができ、私たちもとても嬉しかったです。

イベリコ豚は火加減に注意です！

食事も終わって皆さんで歓談です

石浜地区の方々と記念撮影

18：30
天候が怪しくなり、少し早めに撤収することに。 本来私たちがしなくてはいけない洗い物も「いいよ。明日やるから。」というお母さま方の
お言葉に甘えてお願いしてしまいました。
楽しい時間はいつも瞬く間で、帰りの時間はとても寂しくなります。 今回、ゆっくりお話しする時間が少なかったのですが、それでも
このような機会をきっかけに他の町から来てくださる方がいて、久しぶりに会う方達が楽しそうにされているのが、とても嬉しかったです。
私たちメンバーにとっても第二の故郷となっています。 また帰りたいと思います。 ありがとうございました。
清水地区活動レポート
清水地区仮設住宅 （144世帯 364人）
リーダー： 三上 加寿子
メンバー： 岩澤 美保、 平井 智子、 橋爪 香那美、 末石 義史、 藤原 朗、 小林 伸行、 石川 重美、 川口 隆
増平 貴之、 後藤 奈津子、 古山 美有樹、 合田 絢香、 島田 束沙
清水地区へ向かう途中の道には、ガレキの集積場、中間処理施設があり、背の高さ以上のガレキの山に囲まれた道が数十メートルにわたって
続いていました。 こちらの道を生活圏内とする地域では、学校に向かう子供達も、仕事に向かう大人の方も、毎日このガレキ目をにして生活され
ていらっしゃいました。 もちろん、見慣れたとおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。 でも、以前はご自身の生活を支えていた建物、身の回りの
日常にあった大切な道具が、一緒くたに”ガレキ”と呼ばれ、山積みにされた姿を2年にわたり毎日目にしなくてはならなかったことを、ご負担に
感じていた方もいらしたに違いありません。 そのガレキも今年の5月にはすっかり無くなり、清水地区へ向かう道の幅は広く感じられ、見通しも
よくなりました。
青い空、明るい日差しの中、昨年の11月以来の清水地区仮設住宅の方々との再会に向けて、車は進みます。
清水地区仮設住宅に着くと、いつもより多くの子供達が集会場付近で遊んでいました。 今回、ご一緒に活動させていただく「FANCL」さん
の方々が、午前中から清水地区に入り、お母さん方を対象とした、メイクやネイル、ハンドマッサージを始めていらっしゃいました。 その傍らで、
男性スタッフが子供達と一緒に遊んでいたようです。
綺麗にお化粧をしてもらって、日除けの傘をさして集会場を出るお母さん達の後ろ姿は、いつもの漁師町の威勢のいい感じはなく、なんとも
かわいらしい感じです。 「今日はBBQですよ～！後で来てくださいね！」と声をかけると、日傘をふわりと翻して「後で来るわよ！今、家でご飯
炊いているから！」。 今回は電気釜とお米をあらかじめ送らせていただいて、お母さん達にチャーハン用のご飯を先に炊いておいて
いただいたのです。 ご協力に感謝です。
13:45
復興支援センターさんよりお借りしてきたテントが到着し設営の開始です。 予定していた位置に手際よく、テント、BBQコンロを設置して
いきます。 火が入ったコンロから野菜、フランクフルト、チャーハンと調理を進めます。 世帯数の多い清水地区、どれくらいの方がお越しに
なるか見通しがつかないところもあるので、一度にたくさんの方が見えてもいいようにあらかじめ調理を進めました。

炎天下の中、炭に火を入れたテントの下はまるで蒸し風呂状態です。 焼き係のメンバーとお手伝いのお母さん達に水分補給を呼びかけ、
お水と塩飴を配ります。

「山善食品」さんのお肉がおいしそうに
焼けています！

お手伝いに来てくださったお母さん方と記念撮影

ご支援いただいた「エバラ」さんのタレは
いろんな種類が！

14：30
集会場の中では落語の準備が進んでいました。 並べた机の上に毛氈（赤い布）を敷いて即席の高座の出来上がりです。 落語を楽しみに
集まって来たご年配の方々に混じって、子供の姿も見られました。 「立川 志の八」さんが軽快なBGMと共に登場！ 巧みな話術に皆さん、
すぐにお話に引きこまれたようです。
16:30
BBQの準備も整い、夕食会のスタートです。 テーブルには、今回ご支援いただいた「エバラ」さんの焼肉のタレをご用意しました。 日中の暑さも
夕方になり少し和らぎ、外に出やすくなったようで、段々と人も増えてきました。 模造紙を敷いたテーブルでは、お肉をほおばりながらお絵描き
する子供達の姿に、周りの大人たちも笑顔になります。
17:45
日も落ちてきて、子供達が楽しみにしていた花火大会の始まりです！ 呼びかけの声に子供達が集まり、花火のルール説明をしてから、
開始です。 子供達の元気な笑い声、花火の煙と匂いは夏を感じさせてくれます。 BBQも一段落し、お手伝いしてくださったお母さん達も
手を休めていただき、集まっていた皆さんの歓談に混じって、ご飯を召し上がっていただきました。
メンバーも少しづつ片付けを始めながら、皆さんとお喋りをします。 仮設住宅での暮らしを少しでも明るく過ごしたいとのお気持ちからか、
たくさんの綺麗なお花を育てているお母さんは、鉢植えや、お花を飾った室内の写真を見せてくださいました。 同じ地区の仮設住宅で暮らす
方々には言えないけれど、本当はここを出て行きたい、でも行く当てもなくて…、と心の内をお話してくださったお母さんや、離れた所で、
ようやく新しい家を建てる目処がたって、来年には仮設住宅をでることになったのよと、お話ししてくださった方もいらっしゃいました。
皆さんがそれぞれの思いを抱えて日々を過ごしていらっしゃいます。
19:00
花火を楽しんだ子供達もそれぞれの家に帰り、お母さん方が残った料理を各ご家庭に配って下さり、ごみの分別などの片付けを
手伝って下さったりし、 撤収作業も終りお別れの時間です。 最後まで残って下さった方や、家に戻っていた方が見送りに来て下さり、
我々の車が出るまで手を振ってくださいました。 また、必ず会いに来たいと、強く思う瞬間でした。

夕刻は外でも過ごしやすくなりました

テーブルに敷いた模造紙に書かれた似顔絵。
だれかな？

どの花火がいい？

第３回沖縄まつり in おながわコンテナ村商店街
宿泊先の「華夕美」さんに行く前、「沖縄祭り」が行われているコンテナ村商店街に立ち寄りました。 「沖縄祭り」は女川町商工会青年部の方々
と交流のあった沖縄の民謡歌手の方が、被災した女川町のために何かしたいと、企画されたイベントで、今回で３回目となるそうです。
沖縄の食べ物の販売や歌や踊りの披露で、コンテナ村商店街を毎回盛り上げていらっしゃるようです。 私どもがお邪魔した7時過ぎは、丁度
「相喜会獅子風流」が披露されていました。 獅子風流は、この地域で古くから伝わるお正月の風物詩だそうで、太鼓と唄に合わせて獅子が
舞います。 震災の日から帰らない仲間を思ってか、この日まで相喜会として獅子風流を披露することはなかったそうです。 ライトにやさしく
照らされた外の舞台で、「相喜フルーツ」の相原さんが厳かに唄を歌われ、「マルカネ青木食品」の青木さんが勇壮に獅子を舞っていらっしゃる
姿は、とても心に響くものがありました。
報告会及び懇親会（華夕美にて）
ゲスト：

工藤 貴之 様 （女川町）、 阿部 淳 様 （マルキチ阿部商店）、 矢竹 拓 様 （社会福祉協議会）、北岡 悟 様 （女川さいがいFM)

遅い時間から始まった報告会でしたが、女川町からもたくさんのゲストの方々にお越しいただきました。 参加メンバーの報告の後、ゲストの皆様
からもお言葉をいただきました。 「支援活動として女川町を訪れる方達が、ここに来ることを楽しんでほしい、皆さん自身が楽しむことで、結果、
一緒に時間を過ごしてくださる方々も、楽しんでくださるのではないか」、「 この地でこれからも生きて行く我々にとっては、すべてが日常であり、
その中で楽しみを見つけて、笑顔になる時間は大切なこと、一緒に笑顔になれる時間を過ごしてもらえると嬉しい」といったお話や、「区画整理が
進み、現在ある仮設住宅を移転しなくてはならないケースや、仮設住宅の空き状況で仮設住宅が集約されるケースなど、今後新たな動きが出てくる
とともに、これからもコミュニティ形成などの支援の活動は継続して必要となるだろう」というお話がでました。 また、同じくゲストとして報告会に
参加していた女川さいがいFMの高校生スタッフの北岡君は、高校生の自分たちでも出来る支援をと、活動をしているそうです。 心の復興に
携わろうとしている我々の活動報告を、興味深く聞いていただいたようでした。
2013年7月7日（日）
初参加の方が多かった今回は、参加メンバーに女川町を見てもらおうと、蒲鉾本舗髙政での買い物を済ませた後、「希望の鐘商店街」に
立ち寄り、復興後に立ち上がった商店街を紹介、そして地域医療センターにある「東日本大震災慰霊碑」にお参りです。 初参加者に、この高台まで
津波が押し寄せたこと、多くの方がこの裏の「熊野神社」に登って命が助かったことを、幾度も訪れているメンバーが説明します。 そして、
200段の階段を上がり、熊野神社に皆で手を合わせました。
最後の買い物ポイント、「マリンパル女川」で買い物を済ませたあとは、6月の「復興支援バスツアー in 女川町」の昼食の場所としてお世話に
なった、「渡波牡蛎小屋」にご挨拶を兼ねてお邪魔し、昼食を頂きました。 お腹一杯になった後は一路東京を目指します。 途中、前が見えない
程のゲリラ豪雨に見舞われましたが、全車無事に到着。 雨上がりの虹が見える中、道具類の返却を各所で済ませ、解散となりました。

コンテナ村商店街「第三回沖縄祭り」で披露された
「相
喜会獅子風流」をその場にいた方皆さんが見守ります。

「渡波牡蛎小屋」で応援団用に用意して下さった
お品書きに感激！

４. 活動を終えて
新しい町へと生まれ変わろうとしている女川町、そこに期待を寄せて前を向いて生きていらっしゃる方々がいる一方、取り残されたような気持ちを
抱き、なかなか前に進めない方もたくさんいらっしゃいます。 年に数回、数時間を共にするだけで、何かが出来ているとは思いません。
でも、我々が女川町を訪れ、一緒に過ごさせていただく時間は、是非、笑顔でいていただきたいという思いを持ち、活動することが大切であること、
改めて感じました。 皆さんがいろいろな思いを抱きながら日々生活していらっしゃる中、外からやってくる我々だから、気軽にお話しいただけることも
あると思います。 お話に耳を傾け、楽しい時間を共有する、久しぶりの女川町の訪問、基本に立ち返ることが出来た活動となりました。

５. 今後の予定
◆白金/四の橋商店街 納涼祭り
【日程】

8月3日（土） ～ 8月4日（日）

両日 15：00～21：00

【活動内容】
港区白金/四の橋商店街一帯で開催される、納涼祭りに出店です。女川町で水揚げされた美味しい秋刀魚を焼いて、お待ちしております！
生ビールと共にどうぞ！ 「蒲鉾本舗 髙政」さんの蒲鉾も販売します。
◆麻布十番納涼祭り
【日程】

8月24日（土）～ 8月25日（日）

両日 15：00～21：00

【活動内容】
四の橋祭りに続いて、毎年50万人もの人出で賑わう麻布十番納涼祭りの地方物産展エリアに、女川町観光協会の代理として、ブースを出店
させて頂きます！ 脂が乗ってきた秋刀魚の塩焼きの他、「蒲鉾本舗 髙政」さんの全面協力のもと、蒲鉾や多数の女川町のおいしい物産を
紹介させていただく予定です。 皆様のお越しをお待ちしております。
◆９月女川町支援活動
【日程】

9月21日（土）～9月22日（日）

【活動内容】
お住まいの地域の外に出る機会がない、小旅行で気分転換してみたい、そんなご希望に応えて石浜地区在宅の皆さんと一緒に、涌谷町にある
「わくや天平の湯」を訪れる予定です。 お車を持たない方々もいらっしゃいますので、バスをチャーターしての日帰りツアーです。 翌日は女川町の
大きなイベント「秋刀魚収獲祭」です。 こちらにも石浜地区の方々と伺います。

６. 補足事項
(1) 参加者 (敬称略/順不同)
小澤 徹

小林 伸行

藤原

朗

末石 義史

川口 隆

立川 志の八（落語家）

瓜田

創

増平 貴之

石川 重美

古山 美有樹

安部 由美

岩澤 美保

三上 加寿子

平井 智子

橋爪 香那美

後藤 奈津子

島田 束沙

合田 絢香

鹿内 美穂

工藤 史大

尚礼会町会

小澤 雅志

小澤 静子

若本 智子

橋本 翔二

斉藤 秀朋

近藤 尚之

川端 守雄

蜜口 真人

川端 陽子

株式会社 ビー・エヌ・アイ

かづの銘酒 株式会社

エバラ食品工業 株式会社

参加メンバー

ホルモン焼き夏冬

野口猛彦・トシ子

川端 陽子

木津 努

ハラダ マサヒロ

鈴木 紀之

(2) 後方支援者 (敬称略/順不同)

(3) 食材等支援提供 (敬称略/順不同)
株式会社 山善食品
山田なつ
(4) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

(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７月１５日
東北被災地応援団 白金支部
工藤 史大
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