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１. １. １. １. はじめにはじめにはじめにはじめに

東日本大震災から２年半が過ぎようとしている今、被災地や復興への関心がますます薄れつつあります。　東北まで足を運ぶことは難しい

方にも、東北へ関心を向けていただくことはできるはずです。　この四の橋納涼まつりでは、応援団の地元である白金や東京の方々に、

女川の秋刀魚や水産加工品の美味しさを知っていただくことをきっかけに、女川町や東北の今にも関心を向けていただき、東北の物産品の

継続的な購入などの支援につなげることを目的とします。　また売上の全額を、子どもたちの学習や心のケアで支援している放課後スクール

「女川向学館」（※）へ寄付させていただきました。

(※)　女川向学館

　女川向学館とは、ＮＰＯ法人カタリバが、女川町で被災し、仮設住宅での暮らしを余儀なくされた子供達に、放課後の場所を、また、勉強を

通して、将来への希望を持ってほしい、との思いから設立された学習塾です。　この度の四の橋まつりの収益金は、女川向学館へ全額

寄付いたしました。

２. 活動報告２. 活動報告２. 活動報告２. 活動報告

（1）概要

◆イベント名 白金/四の橋納涼祭り

◆日時 2013年8月3日（土）　15：00～21：00

2013年8月4日（日）　15：00～21：00

◆会場 港区白金1丁目　四の橋商店街

（2）出店目的

　物産販売という形でお祭りの来場者へ女川町の美味しいものを紹介することで、女川町を認知していただき、継続的な興味・関心を持って

いただけるように促す。

　また物産販売での収益の全額を「女川向学館」に寄付する。

（3）テーマ

　日本有数の秋刀魚水揚げ量を誇る港町、女川町。　美味しく、新鮮な海産物を求めて多くの観光客が女川町を訪れていました。　あの頃の

にぎわいが復活するよう女川町の人々は真摯に町の復興に取り組んでいます。　東京の方にも女川町の美味しいものを知ってもらいたい、

女川町に関心を向け続けてほしい…。　そのような思いで、「活気ある港町で買い物を楽しんでいるような気分を味わっていただくこと」を

テーマに雰囲気づくりを心掛けました。

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。

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、

　　女川町を前面にだした活気あるブース作りをしました 炭火で焼いた秋刀魚は格別です！



（4）出店の構成

a. 炭火焼き秋刀魚の実演販売および生ビール販売

 ◆ 炭火焼秋刀魚　：　販売目標　各日　４４０尾　 　計　８８０尾

　「 横浜南部市場」より女川町で水揚げされた冷凍秋刀魚を購入。　旬の時期に水揚げされたおいしい秋刀魚です。

  「 徳島県板野町観光協会」よりご支援いただいた「すだち」を添えて提供します。

◆ 生ビール　：　販売目標　各日　１４０杯　 　計　２８０　杯

b. 「蒲鉾本舗高政」、「マルキチ阿部商店」の物産販売サポート

c. 来場者への女川町紹介

（5）活動レポート

2013年7月21日（日）　スタッフミーティング2013年7月21日（日）　スタッフミーティング2013年7月21日（日）　スタッフミーティング2013年7月21日（日）　スタッフミーティング

　四の橋まつりへの出店目的について全員で共通理解し、目的を実現させるための工夫についてそれぞれ意見を出し合い検討しました。

　また、四の橋まつりの来場者が多くなる時間など例年のお祭りの様子を参考に、具体的な当日の流れ、ブースの設営、ブース内配置、

役割分担等を確認しました。

【秋刀魚焼き練習会】【秋刀魚焼き練習会】【秋刀魚焼き練習会】【秋刀魚焼き練習会】

7月27日（土）　および　28日（日）　7月27日（土）　および　28日（日）　7月27日（土）　および　28日（日）　7月27日（土）　および　28日（日）　

　「横浜南部市場」では、有志の方々で立ち上げられたプロジェクト「愛と勇気と秋刀魚実行委員会」が、

横浜市内の各所で毎週末女川町の秋刀魚を焼いてPR活動をされていらっしゃいます。　

その秋刀魚焼きに参加させていただいて、炭火焼の指導を受けてきました。　炭のおこし方、秋刀魚の

取り扱い方など、自分たちでは気が付かない細かいところまで教えていただき、とても参考になりました。

「秋刀魚を焼くのは人ではない。　炭だ！」と、秋刀魚を触りすぎてはいけないことや、熱さ対策の

意味でも火から離れながら焼くことなどを教えていただきました。

8月2日（金）　前日準備8月2日（金）　前日準備8月2日（金）　前日準備8月2日（金）　前日準備

　四の橋商店街の方たちと、お祭りの準備をしました。　お祭り当日には参加できないメンバーも、

仕事帰りのスーツ姿で駆けつけてくれました。　男手を中心にお祭りに必要な道具や資材を倉庫から運搬、

テントやお店の屋台を次々と組み立てていきます。　板を組み立てると丈夫な屋台が完成しました。

途中、飲み物の差し入れをいただきながら終電近くまで作業が続きます。　商店街の道路に屋台が立ち並び、

いよいよお祭りという雰囲気になり、わくわくすると共に気が引き締まります。

8月3日（土）　四の橋まつり　１日目8月3日（土）　四の橋まつり　１日目8月3日（土）　四の橋まつり　１日目8月3日（土）　四の橋まつり　１日目

午前午前午前午前

　運搬メンバーは、９時に白金を出て「横浜南部市場」へ、炭火焼の道具と秋刀魚を受け取りに向かいます。 必要な物品は道具類を保管

している倉庫より、いつもお世話になっている尚礼会集会所へ運び準備します。　お祭り期間中、この尚礼会集会所を休憩場所としても

使用させていただきます。　また、秋刀魚に添える「徳島県板野町観光協会」さんからご提供いただいた「すだち」を切り用意をします。

炭火焼き道具などが到着し、設置を始めました。　四の橋商店街の蕎麦所「清月」さんからはテーブルをお貸しいただきました。

13：0013：0013：0013：00

　参加メンバーが集合し、最終ミーティング。　２週間前のミーティング時から変更になった点や注意事項、シフトについて最終確認を

してから、道具や備品を会場のテントまで分担して運びます。

　女川町から「蒲鉾本舗高政」の高橋さんもいらしてくださり合流。　遅れていたかまぼこや昆布巻きも宅配便で無事到着しました。

　ブース内の動線がスムーズになるように、またお客さまに女川町のブースであることが分かりやすくなるよう工夫しながら、全員で配置、

看板やポップの飾りつけを手際よく行いました。　女川町から届いた大漁旗やのぼりも掲げていきます。

　高政さんの美味しいかまぼこも商品が梱包された段ボールで作製した即席ケースに陳列されました。

横浜市本牧での秋刀魚焼きに
お邪魔してきました



15：0015：0015：0015：00

　　いよいよおまつりスタートです。　まず、脂を網になじませるために秋刀魚を焼いていると、その匂いにつられ足をとめてくださる方が

いらっしゃいます。　昨年の旬の時期に冷凍した秋刀魚はどれも脂がのっている立派なものばかり。　網の上に並べた秋刀魚はギラギラ

輝いてとても美しいです。　焼けてくると、網の焼き目がまたおいしいそうで、写真に撮ってくださる方がたくさんいました。

　しばらくして販売用の秋刀魚も焼けてきました。　あたりに炭火焼きのよい匂いもたちこめ始めます。「宮城県女川町の脂ののったおいしい

秋刀魚ですよ～」とメンバーも元気に声を出してお勧めします。

　また、「蒲鉾本舗高政」のかまぼこや「マルキチ阿部商店」の昆布巻のおいしさもアピールしていきます。　応援団のメンバーもその

おいしさに魅了され、女川に行く度に購入している品物なので、自信を持ってお勧めすることができます。

　　秋刀魚もかまぼこも「おいしそう」と買ってくださる方が増えていきます。

17：0017：0017：0017：00

　この頃になると順調に人が増え始め、注文も絶え間なく入るようになります。　「秋刀魚○尾、

ビール○杯、ご注文いただきました！」「ありがとうございます！」と、メンバーも威勢よく声をだします。

　通りを歩いている方の中に宮城県出身の方や、転勤などで住んでいらした方もいて、

「女川の秋刀魚だ！」と足をとめてくださる方や、「高政さんのかまぼこ、いつも買っていたんですよ」という

方も、何人かいらっしゃいました。　皆さん「まさかここで女川の秋刀魚や高政さんのかまぼこと

出会えるなんて…」と、喜んでくださいました。

18：3018：3018：3018：30

　 お祭りの盛り上がりと共に、ブースには購入するための列ができていきます。　並んでくださった方に

かまぼこをお勧めしたり、女川町のことをお話ししたりすると、どなたも真摯に耳を傾けて下さいました。

また今回の収益金を「女川向学館」に寄付させていだだくお話などをすると「おいしいそうだし、もう１尾

買おうかな」と、購入の数を増やしてくだる方もいらっしゃいました。　

　また、秋刀魚を召しあがった多くの方が通りがかりに「脂がのっておいしかったよ」と、言ってくださり、

励みになりました。

　メンバーも疲れが出てくる頃ですが、休憩の途中、追加の秋刀魚やすだちを運んだり、いらなくなった段ボールを片づけたりと連携を

とりながら進めていきます。

20：0020：0020：0020：00

　秋刀魚を待つ列がとぎれることがなくなり、おまつりの終了時間を待たず秋刀魚も残りわずかとなりました。　「残りわずかです！」

「あと２尾です！」と、お声掛けをすると瞬く間に最後の方まで並んでいただき、完売となりました。

　１日目、炭火焼き秋刀魚は予定の約440尾、生ビールは約１２０杯を売上げました。　すでに「蒲鉾本舗高政」のかまぼこも完売、

「マルキチ阿部商店」の昆布巻も明日販売予定のものまで売れていた為、早めの撤収となりました。

炭は水の中に沈めて消していきますが、缶の中の水はすぐに高温になってしまうので、途中で氷や水を足していきます。　焼き台も含めて

道具等は全て尚礼会集会場に引き上げます。

前夜のテントの組み立ては夜8時すぎから… そして、当日は配置、ブースの装飾から 炭の準備が整ったところで秋刀魚を焼き始めます！

賑わいを見せるブース前



21：0021：0021：0021：00

　スムーズに片づけが進み撤収完了。

　遠方から参加のメンバーは明日への英気を養うため帰路に。　他メンバーは女川町からいらした「蒲鉾本舗高政」の高橋さんと懇親を深め、

女川町の今と未来について貴重なお話を伺いました。

8月4日（日）　四の橋まつり　２日目8月4日（日）　四の橋まつり　２日目8月4日（日）　四の橋まつり　２日目8月4日（日）　四の橋まつり　２日目

午前午前午前午前

　運搬メンバーは２日目に焼く分の秋刀魚を南部市場に受け取りにうかがいます。

　先発メンバーは道具等の整理をした後、２日目分の「すだち」を切る作業にはいります。　また、生ビールをおいしく提供できるよう、樽を

冷やし始めます。

13：0013：0013：0013：00

  　参加メンバーが全員集合。　高政の高橋さんも宿泊先から合流します。　当日販売分のかまぼこも女川から無事届きました。

　２日目のみ参加のメンバーとは、改めて今回の出店目的などを確認します。　前日の様子を参考に工夫できる点を修正していきます。

女川町観光協会による「女川観光ガイド」なども活用しながら、前日よりも意識して女川町のことをお客様にお伝えするように確認しました。

13：3013：3013：3013：30

　前日同様、ブース内の設営が順調に進みます。　「女川町」の秋刀魚であることをよりアピールできるよう、ポップの数や掲示する場所を

工夫していきます。

　一方、焼き台では火をおこし始めます。　前日よりも風が強かったためか火が安定するまで時間がかかります。

15：0015：0015：0015：00

　早速、生ビールの注文が入ります。　ビールのお供に「蒲鉾本舗高政」のかまぼこをお勧めします。　かまぼこはそのまますぐに食べら

れるので買ってくださる方が多くいらっしゃいました。

　苦戦していた炭の準備が整い、秋刀魚も焼き始めます。　前日までと違う風向きで煙たい中、焼き手がおいしそうに秋刀魚を焼いていきます。

お客さまは煙たい中、秋刀魚の焼き上がりをお待ちいただくことになりましたが、目の前でおいしそうな焼き目がついていく秋刀魚を楽しみに

待っていらっしゃる様でした。

17：0017：0017：0017：00

　前日よりもお客さんがお見えになるペースが早く、並ぶ列に人が絶えません。　秋刀魚を目当てに「昨日買えなかったから…。」

「昨日買っておいしかったから…。」と口ぐちに言ってくださいます。　秋刀魚の購入を待つ長い列ができ、1回で焼きあがる秋刀魚は瞬く間に

売り切れてしまいます。　秋刀魚が焼きあがるのを待っていただく間、メンバーそれぞれが女川町のことをお話しすると、真剣に聞いて

くださいます。

　かまぼこも同様に「食べたらおいしくてすぐなくなってしまった」「他の種類も買いたくて…」とリピーターが続出です。　

女川の商品力の強さを実感させられます。

昨日よりポップが目立つように工夫して… 　この日は地元の子供達によるパレードも行われました。



19：4519：4519：4519：45

　本日分の秋刀魚も完売です。　もちろん「蒲鉾本舗高政」のかまぼこ、「マルキチ阿部商店」の昆布巻も順調に完売です。　参加メンバーも

疲れを忘れほっとひと息、安堵の笑顔がこぼれます。　あと、もうひと頑張り、片づけを開始します。

21：3021：3021：3021：30

 　使用したものすべてを片付け、各所からお借りしていたものは返却します。　全員がそれぞれ手際よく作業をし、撤収が完了しました。

　メンバー同士もお互いの労をねぎらい、無事に活動が終了しました。

　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３．活動を終えて３．活動を終えて３．活動を終えて

今回、炭火焼き秋刀魚だけで延べ８００人超の方に召し上がっていただくことができました。　ブースにお立ち寄りいただいた方々には、

女川町の美味しいものを知っていただくことができたと思います。　「復興支援のために」という理由ではなく「本当においしいから」という理由で

女川町のものを選んで食べていただく、その為にはこのような機会にまず「知っていただくこと」が必要であることを再認識しました。

また、それは食に限ったことではありません。　今回の活動でお客様とお話をして感じたことは、東京の方々の被災地への関心の薄れは、ただ

単に関心がなくなったわけでも、軽んじているわけでもなく、被災地の今を知る情報が減っていることが影響していることを実感しました。

秋刀魚やかまぼこを食べてくださった方やお話を聞いてくださった方が、お知り合いにそのことを伝えていただくことや、新聞やニュースで

見聞きする「女川町」という言葉に関心を持っていただく、またスーパーや物産店で「女川産」の文字に目を留め、選んで購入いただくことが、

東京にいてもできる支援の第一歩なのだと思います。　復興そのものに多くのお金が必要な状況が続いておりますし、現地に行って継続した

皆様のお陰でこの度の収益金は「￥207,161‐」となり、全額「女川向学館」に寄付させていただきました。　ありがとうございました。

また私たちの活動資金にと、支援金をご寄付いただいた方もいらっしゃいました。　復興そのものに多くのお金が必要な状況は続いておりますし、

継続した支援活動をすることも求められていることではありますが、これから益々必要になっていくのは地域の生産活動、経済活動が

成り立っていくための支援や応援です。

そのために一人ひとりができることは限られていても、興味や関心を向けつづけ、できることをひとつでも行動していけるとよいのでは

と思います。　これからの女川町の復興を見守り、喜ぶことができたらどんなに素晴らしいだろうと思います。

最後に、今回の出店において「女川町観光協会」の全面協力をいただいたこと、「蒲鉾本舗高政」の高橋様にご尽力いただきましたことを、

心より感謝申し上げます。

４. 今後の活動４. 今後の活動４. 今後の活動４. 今後の活動

◆麻布十番納涼祭り

【日程】 8月24日（土）～ 8月25日（日）

【活動内容】

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のブースを出店させていただくことになりました。

脂の乗ってきた女川町の秋刀魚を炭火で美味しく焼いて、女川町PRをさせていただきます。皆様のお越しをお待ちしております。

こちらでも「蒲鉾本舗 髙政」さんの蒲鉾の販売もさせていただきます！

美味しそうに焼ける秋刀魚を並んで待ってくださる方がたくさん！ ２日目の夕方にはメンバーの秋刀魚焼きの腕も
さらにあがりました！



◆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始めての企画、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。

◆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て、東北の秋の名物「芋煮会」の他、子供達に楽しんでもらえるようなイベントも現在企画中です。

５. 補足事項５. 補足事項５. 補足事項５. 補足事項

　 （1） 参加者 (敬称略/順不同)

安部　由美 後藤　奈津子 小林　歩 府川　めぐみ

近藤　尚之 渡辺　淳子 平林　真百合 片桐　稔

若本　智子 斉藤　秀朋 平井　朋子 三上　加寿子

黒川　涼香 瓜田　創 野口　砂絵子 末石　義史

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 加藤　豊 島田　束沙

石垣　健 平林　春樹 蜜口　真人 小澤　徹

川口　隆 小澤　静子 小澤　雅志 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

（5） 協 力 (敬称略/順不同)

女川町 蒲鉾本舗髙政　 女川町観光協会　 横浜市南部市場　

（9） 主催元

港区　白金/四の橋商店街

　 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８月１２日

東北被災地応援団　白金支部

工藤 史大
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