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頑張ろう日本！

頑張ろう東北！

平成２５年９月４日（水）

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
東日本大震災により未曽有の被害を受けた東北沿岸部は3度目の夏を迎えます。 東北被災地応援団 白金支部が応援している女川町にも
暑い夏がやってきました。 夏本番を迎えたイカ漁で水揚げされた新鮮なイカは、8月10日（土）、11日（日）のマリンパル女川 おさかな市場の
「いか祭り」で浜値で販売され、たくさんの買い物客で賑ったようです。 そして8月13日（火）には今年で2回目となる「迎え火」のプロジェクトが
行われました。 震災により地盤沈下が起こった女川町中心地の跡地では、町の再建の為の嵩上げ工事が始まっています。 それは新しい町へ
生まれ変わるために進む希望の工事である一方、記憶の中にだけ残る町への望郷の思いを抱く方もたくさんいらっしゃいます。 自宅跡がまだ
分かる間に津波で戻らなくなった家族の魂をそこで迎えたい、そんなお気持ちでたくさんの方が迎え火を焚くそうです。 夕闇の中、盛り土だけが
点在するまだ何もない町の中心地跡を、あちらこちらで灯された「迎え火」が今年もやさしく町を包んでいたことでしょう。
そして東京にも夏祭りの時期がやってきました。 応援団ではこの8月、二つの夏祭りで「女川町観光協会」の出店のお手伝いをさせていた
だきました。 一つ目のお祭りは8月上旬に開催された「白金/四の橋納涼祭り」、そして今回ご報告させていただく「麻布十番納涼祭り」です。
出店審査が厳しいお祭りですが、麻布十番商店街で写真館を古くから営んでいる「松尾写真館」のご尽力により、出店許可をいただきました。
そして「女川町観光協会」並びに「蒲鉾本舗 高政」の高橋様のお力添えにより無事に出店が完了いたしましたこと、感謝の気持ちをお伝えすると
共に、活動の様子をここにご報告させていただきます。

２. 活動報告
（1）概要
◆イベント名
麻布十番納涼祭り
◆日時

2013年8月24日（土） 15：00～21：00
2013年8月25日（日） 15：00～21：00
◆会場

港区麻布十番商店街
麻布十番商店街のメインステージ近くに配置された女川町のブース

（2）出店目的
女川町の主要産業である漁業の復興は、町の復興の要です。 港の再生、船の新調、加工場の再生、養殖場の再生、漁業従事者の方々の
努力により、少しずつ整えられてきてはいますが、途絶えてしまった商機をとりもどすことは容易ではありません。
震災直後は、支援ということで被災地の商品を購入されていた方もいらしたでしょう。 日が経つにつれ、支援の波が引きかけてしまっている
今、震災で被害を受けた地域は、本当に美味しいもので、全国の物産品と戦わなければなりません。 東京でもできる支援活動の一環として
女川町の美味しい食べ物を紹介し、女川町を東京の方に印象付けることを目的としました。
（3）テーマ
女川町内外の方が夏の風物詩として楽しみにしていた「みなと祭り」は、震災以降開催中止が続いています。 女川町江島法印神楽や
演芸大会などのステージや船上で披露される海上獅子舞、夜には花火大会も開催され、大変活気あふれるお祭りだったようです。 そんな
みなと祭りをイメージし、活気あふれる女川町の夏祭りをテーマとしてブース作りを行いました。
（4）出店の構成
a. 「秋刀魚炭火焼き」および「秋刀魚すり身バーグ」の販売
◆秋刀魚炭火焼 ： 販売目標 各日 550 尾

計 1100 尾

前回の白金/四の橋納涼祭り同様、「横浜南部市場」より、昨年の旬の時期に女川町で水揚げされ冷凍保存されていた秋刀魚を購入。
昨年から3度目のご支援をいただきました「徳島県板野町観光協会」からの「すだち」を添えて提供させていただきました。

◆ 秋刀魚すり身バーグ ： 販売目標 各日 200 個

計 400 個

「ワイケイ水産」の定番商品「秋刀魚すり身」を、今回のすり身バーグ用に20％減塩したものを特注し作成いただきました。
しその葉と共に焼き上げて販売しました。
b. 「蒲鉾本舗 高政」、「マルキチ阿部商店」の物産販売サポート
（5）活動レポート
2013年8月18日（日） スタッフミーティング
今回は土曜日、日曜日の2日間で21名のスタッフが参加、2台の秋刀魚炭火焼きの焼きチーム、配膳、販売スタッフチームと担当分けをし、
それぞれのグループから選出したチーフのリードで対応していただくことにしました。 それぞれの担当の発表、ブースの位置、配置、
水場などを事前に伝え当日の流れを説明します。 また、まだまだ残暑が厳しいこともあり、熱中症の予防、休憩を十分にとることなどの
注意事項もお伝えしました。
8月24日（土）
午前中
いつもお世話になっている港区白金の尚礼会集会所で、荷物の受け入れを開始します。 運搬担当は「横浜南部市場」まで秋刀魚や焼き台
などの道具の引き取りに向かいました。 お昼頃には全てが揃い、設営に向かうために車に道具を積み込みます。 また、今回の「秋刀魚
すり身バーグ」は尚礼会集会所にて調理してブースに運ぶことになっていた為、「ワイケイ水産」よりすり身が到着してから調理の準備も
進められました。 天気は快晴、暑い一日になりそうです。
13：00
ワゴン車いっぱいに機材を積み、先発隊が会場に到着。 あちらこちらで既に設営が始まっていて、麻布十番商店街は既にお祭りモードと
なっていました。 運営側からの注意で道路を汚さないようにビニールシートを敷いてから順次設営を始めます。
13：45
ブース脇に女川町の幟が立てられ、秋刀魚の焼き台では炭起しが始まっています。 スタッフ全員の集合時間となり、準備を進めて
いた手を止めブリーフィングを行いました。 十分に水分、休憩をとりながら事故のないようにとの最後の注意が伝えられました。
14：00
通行止めとなり、早くもお祭りに遊びに来た方々で商店街が賑わい始めます。 「秋刀魚炭火焼き」のポップを目に留め、興味深そうに
いつぐらいに焼きあがるの？と聞いてくださる方もいらっしゃいます。 準備を進めながら「脂の乗ったおいしい女川町の秋刀魚ですので、
是非、焼き上がり頃に買いに来てください」と、お伝えします。
商品受け渡し口には女川町商工会青年部プロデュースのご当地キャラクター「イーガープロジェクト」と、「女川地区仮設歯科診療所」の
コラボ商品、子供用歯ブラシ「イーガー歯ブラシ」を設置、「秋刀魚炭火焼」をご購入のお子さん連れの方に無料配布します。

開始直後からお客様が寄ってくださいました

秋刀魚の焼き目はどうでしょうか？

15：00
お祭り開始時刻の15時には既に秋刀魚の焼きあがりを待ってくださる列ができていました。 50万人もの来場者があるというこの麻布十番
納涼祭り、さすがの賑わいに私たちも並んでくださる方の列を整えたり、最後尾を知らせるスタッフを配置したりなどの対応に追われます。
順調に焼きあがる秋刀魚を、並んでくださった方に販売開始です。
尚礼会集会所で調理された「秋刀魚すり身バーグ」も到着。 序々に注文が入ります。 昨年、女川町の仮設住宅を訪ねさせていただいた際、
お母さんが女川町の味として教えてくれたのが、このすり身バーグです。 しその葉の風味が秋刀魚のすり身のアクセントとなっています。
17：00
炭火に落ちる脂によって煙りが出ることで、さらに燻されておいしく焼きあがるのが「秋刀魚炭火焼」です。 その煙りに誘われた人で、
絶える事なく人が並び順調に販売が進みます。 お祭りの盛り上がりと共に、物産品の販売にも人だかりができてきました。
また、並んで待っていただいている間に女川町のパンフレットをお見せしながら女川町の所在地をはじめ、震災での被害から現在の復興の
状況などをお伝えします。 「ニュースなどで見聞きすることも'なくなって来ているので、全然知らなかった」と、私共の話に熱心に耳を傾けて
くださる方もいらっしゃいました。

秋刀魚を並ぶ列はブースから離れた道の角まで続きます

浴衣姿の接客係は注文の対応に追われました

19：00
お祭り終了時間まで2時間を残し、早々と「秋刀魚炭火焼」は残すところ数十尾となってしまいました。 せっかく並んでくださった方が
買えなくなってしまうことがないよう、残りの秋刀魚の数と行列の調整を始め、まだ余裕のあった「秋刀魚すり身バーグ」をお勧めしていきます。
19：45
一日目の秋刀魚の炭火焼とすり身バーグが無事に完売した頃、お祭りのメインステージでは今年の東日本大震災チャリティコンサート
「がんばっぺ東北！」のトリを勤めてくださいました、「いとしのエリーズ」さんのライブが始まっていました。 昨年に引き続きいてのご出演
だそうです。 メインステージに程近い私たちのブースにもその歌声と客席の盛り上がりが伝わってきました。 それから程なくして
「蒲鉾本舗 高政」、「マルキチ阿部商店」の本日の販売分も無事に終了、撤収の準備を始めます。
20:30
お祭りの終了時刻の21時を待たずに片付けも終了。 熱中症で具合が悪くなるメンバーも出ず、無事に初日を終えたことをねぎらいながらの
解散となりました。 女川町から物産販売にお越しいただいておりました「蒲鉾本舗 髙政」の高橋さん、「マルキチ阿部商店」の阿部さんより
「この東京の夏の風物詩のイベントで、女川町の秋刀魚の煙りで’女川町ここにあり！’と狼煙をあげることができたこと、本当に嬉しかった。」
と、言葉をいただき、スタッフの一日の疲れが吹き飛んだようでした。
この日は高橋さん、阿部さんを交え、参加スタッフ、様子を見に来てくださいました関係の方々を交え、懇親会を行いました。 いつも私共の
活動を裏から支えてくださいます「ホルモン焼き夏冬」の場所をお借りして、ホルモン焼きはもちろん、女川町より取り寄せた海の幸をいただき
ながら遅くまで高橋さん、阿部さんの女川町のこれからのお話などをお伺いしました。

8月25日（日）
午前中
二日目の朝は曇り、午後は雨の予報です。 お天気が心配ではありましたが、準備を進めていきます。 この日も商材の受け入れを
尚礼会集会所にて行い、運搬のスタッフは炭火焼用の秋刀魚を南部市場まで取りに伺います。 前日の経験から早めの機材運びを想定し、
12時半には荷物を積んで集会所を出発できるよう、準備を進めます。
13:00
会場に到着。 前日同様に準備を進めます。 ぱらつく雨、いつ本格的に降ってきてもターフの下に秋刀魚の焼き台が来るように工夫しての
設営です。 続々と集まるスタッフ、前日から引き続き参加のスタッフを中心に手早く準備を進めていきます。
15:00
通行止めになった14時すぎからすでにブース前には行列ができていました。 お祭りの開始時刻から焼きあがった「秋刀魚炭火焼」は次々に
売れていきます。 そしてこの日は「秋刀魚すり身バーグ」の売れ行きが始めから好調です。 ご購入いただいた方に感想を伺うと、本当に
おいしくコストパフォーマンスもいい！とのお褒めをいただき、女川町のお母さん直伝の味であることをお伝えしました。 売れ行きを見ながら
尚礼会集会所で調理をしているスタッフと連絡をとり、焼き上がりを届けてもらいます。
近郊各地での強い雨の情報が伝えられていましたが、ここ麻布十番ではときおりぽつぽつと雨が落ちてくるものの、本格的に降る気配は
ありません。 お天気も味方してくれているようです。
麻布十番納涼祭りでは、「おらがくに自慢」として各県の自治体などからおいしい物産が数多く紹介されています。 その中でもこの「秋刀魚
炭火焼」のパフォーマンス、煙りは行きかう人々に魅力的に映るようです。 秋刀魚焼きチームは女川町の秋刀魚のおいしさを知っていただ
けるよう、炭の火加減に気を配りながら秋刀魚焼きを続けます。 販売、配膳チームは並んで待ってくださる方々の対応をしながら、女川町の
美味しい物産品、蒲鉾や秋刀魚の昆布巻きなどもご紹介します。

2日目は筆書きのポップと商品の写真を高い位置に掲げました

二日目のスタッフは秋刀魚を焼く姿が堂に入った様子です

18:00
昨日秋刀魚を食べておいしかったからまた買いにきたというリピーターの方、四の橋納涼祭りでもだしていたよね？と、声をかけてくださる方、
女川町にゆかりがあって…と、ブースを探してきてくださった方、この日もいろいろな出会いがありました。 そして前日に増して途切れぬ列、
19時を前にして残りの秋刀魚炭火焼の数、すり身バーグの数を気にしながらの販売となりました。
19:30
「秋刀魚炭火焼」も「秋刀魚すり身バーグ」も無事に完売、「蒲鉾本舗 髙政」、「マルキチ阿部商店」の商品もすべて完売となりました。
最後の商品をお買い求めいただいたお客様に全員でお礼をお伝えし、拍手でお送りしました。 さぁ、あとは片付けで終了です。
20:00
ごみの分別、持ち帰り機材などの整理も終り、あとは運搬のみとなりました。 最後は全員で円陣を組み、この二日間を無事に終えたこと、
完売できたことを祝しての手締めを行っての解散となりました。

最後の蒲鉾をご購入いただいたお客様と記念撮影

最後の手締めは高橋さんの掛け声で

以上を持ちまして、この度の活動の報告とさせていただきます。

３．活動を終えて
東北被災地応援団 白金支部の夏は、白金/四の橋納涼祭り、麻布十番納涼祭りと、二つのお祭りに注力し、延べ数で合わせて1980尾の
秋刀魚炭火焼きを販売させていただきました。 すり身バーグをあわせると2千人を越える方々に女川町の味をお伝えさせていただいことに
なります。 「宮城県女川町の秋刀魚です！」 スタッフ一同が声を張り上げてPRさせていただきました。 ご購入いただいたどれだけの方の
耳に女川町の名前が残ったでしょうか。 一人でも二人でも「女川町」の名前を心に留め、生活の中でその名に触れたときに思い出し、
女川町の商品を選んで手にしたり、新聞やニュースなどに上がる女川町の話題に関心を持っていただくきっかけになっていることが、
私共スタッフ一同の願いでもあります。 先にも述べました、女川町で現在行われている嵩上げ工事の完了にはまだ2年近い月日を要します。
そして町の再建にはさらに長い年月を必要とするでしょう。 再建途中ではありますが、町を牽引する方々はその間立ち止まることは
ありません。 復興途中である女川町の未来を視野にいれてPRを行い、復興の為の努力が続きます。 これからも微力ではございますが、
女川町の応援させていただきたいと考えております。

４. 今後の活動
◆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の初めての企画、石浜地区在宅の皆さんと
涌谷町にある「わくや天平の湯」に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う予定です。
◆みなと区民まつり
【日程】

10月12日（土）～ 10月13日（日）

【活動内容】
昨年に引き続き女川町観光協会の代理として蒲鉾本舗髙政さんのご協力のもと「みなと区民まつり」に出店いたします。 昨年も好評だった
女川汁（秋刀魚すり身汁）に、麻布十番祭りで販売した秋刀魚すり身バーグも販売予定です。 生ビールの販売のほか、他のメニューも
検討中です。 もちろん蒲鉾本舗髙政さんのおいしい蒲鉾に、マルキチ阿部商店さんの名物リアスの詩をはじめとした多数の物産品を
販売いたします。 皆様のお越しをお待ちしております。
◆１１月女川町支援活動
【日程】

11月8日（金）夜～11月10日（日）

【活動内容】
清水地区仮設住宅に再訪です。 秋から冬への季節がうつりかわると共に、活動も寒い夜から昼間の活動にシフトします。 青空昼食会は
東北の秋の風物詩の「芋煮会」、子供向けのイベントは昨年も開催した「NPO法人あにまるに～ず」さんご協力の「ミニ移動動物園」に
「なおやマン」さんによるお楽しみ「ワークショップ」を予定しております。

５. 補足事項
（1） 参加者 (敬称略/順不同)
川端 陽子

後藤 奈津子

平林 真百合

府川 めぐみ

野口 砂絵子

渡辺 淳子

小林 信行

片桐 稔

若本 智子

古山 美有樹

平井 智子

里 敦子

黒川 涼香

原田 佳奈

正田 昴大

木村 綾花

高柳 和幸

末石 義史

島田 束沙

三上 加寿子

工藤 史大
（2） 後方支援者 (敬称略/順不同)
尚礼会町会

橋本 翔二

府川 めぐみ

安部 由美

若本 智子

加藤 豊

小澤 雅志

長谷川 真理

岡本 二美

平本 謙一郎

川端 陽子

（3） 支援物資提供 (敬称略/順不同)
徳島県板野町観光協会

株式会社 ビー・エヌ・アイ

株式会社 カワチヤ・プリント

女川地区仮設歯科診療所

女川町 蒲鉾本舗髙政

松尾写真館

横浜市南部市場

（5） 協 力 (敬称略/順不同)
女川町観光協会
愛と勇気と秋刀魚実行委員会
（9） 主催元
港区 麻布十番商店街
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９月４日
東北被災地応援団 白金支部
工藤 史大
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