女川町 支援活動レポート
2013.9.21 ～ 2013.9.22

(宮城県牡鹿郡女川町 石浜地区在宅の方々との半日バスツアー）

頑張ろう日本！

頑張ろう東北！

平成２５年１０月６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
9月11日は東日本大震災から2年半の月命日でした。 女川町では中心地の嵩上げ工事が始まっており、女川駅は2015年の春の再開を目指します。
総合運動場では災害復興住宅の建設が行われています。 町の中心地はゾーニングと呼ばれる区分けにより、商業地区、多目的地区、緑地エリア、
住宅エリアなどに細分化され、街づくり計画が進んでいます。 震災前は1万人いた人口は震災で約1千人の方が犠牲となり、その後いろいろな理由で
町を離れた方がいらっしゃいました。 苦渋の選択で町を離れた方もいらしたことと思います。 現在の町内の居住人数は5千人レベルにまで落ちこんで
います。 一般町民の方と行政との間で行われた公聴会で女川町長は、「女川町を去る人が新しい女川町を見て、また戻ってくる姿を目指したい、
その為には自分の財産を捨ててでも街づくりに協力していただく場面もあるかもしれない。」と、語ったそうです。 十数メートルもの嵩上げ工事の上に
作られる新しい町に期待を寄せる方がいる一方で、かろうじて残る昔の面影までもが塗り替えられてしまう町に対し、複雑な思いを抱えていらっしゃる
方々もたくさんいらっしゃることと思います。 今回の活動では、一地域の皆様との半日バスツアーをともにさせていただくことで、現在の日常の中の
いろいろなお話を伺わせていただきました。

ＪＲ石巻線「マンガッタンライナー」

かつては水産加工場や家々が立ち並んでいた石浜地区

２. 活動報告
今回初めて新幹線とレンタカーでの現地入りとなりました。 これまで交流させていただいておりました、石浜地区の方々の以前からのリクエストに
より、町外へのお買い物を兼ねての日帰りバス旅行、そして翌日は秋刀魚収獲祭を石浜地区の方々と訪ねました。 石浜地区とは、女川湾の北部に
位置し、海岸からなだらかに山間を上がる一帯の地域です。 震災前は水産加工工場や住宅が立ち並び、賑わいがあったそうです。 今は津波を
免れた１０世帯ほどの方々がお住まいです。 以前は建物で見えなかった海が見え、慣れ親しんだ場所に留まりながらも、様変わりしてしまった風景を
どんなお気持ちで受け入れようとされていらっしゃるのでしょうか。 以下、活動の報告になります。
(1) 活動内容
A. 活動日程

2013年9月21日（土）～9月22日（日）

B. 目的

石浜地区在宅 の希望者と「日帰りバスツアー」と翌日の「秋刀魚収獲祭」を訪ねる

C. 活動内容

①多機能水産加工施設、「マスカー」を訪ねる
②天平ろまん館、わくや天平の湯を訪ね、石巻のスーパーでお買い物
③夕食会
④秋刀魚収獲祭を訪ねる

(2) 活動レポート
2013年9月21日（土）
朝
いつもの活動とは違う新幹線での移動です。 乗り遅れたら大変！と、メンバー一同、集合時間より早めに集まりました。 お彼岸の三連休という
こともあり、東北の親類に会いにいく方々がたくさんいるようで、新幹線の自由席は瞬く間に埋まっていきます。 年配の方同士で旅行に向かう方も
見受けられました。 帰省の方が大半かもしれませんが、旅行として東北に足を運ぶ方々も載せて満員の新幹線が東京駅より出発します。
数台の車に分乗しての移動と違い、全員が同じ空間での移動です。 今日これからの活動の予定や、今後の活動など、話題に事欠きません。
あっという間に乗り換えの「古川駅」に到着です。 そこからJR陸羽東線で「小牛田（こごた）駅」をめざし、そこからは石巻線でレンタカーを借りる予定の
「石巻駅」へ。 石巻線は石巻にある「石ﾉ森萬画館」にちなんで、石ノ森章太郎の漫画のキャラクターで埋め尽くされている「マンガッタンライナー」に
乗ることができました。 懐かしいキャラクターにメンバーも思わずカメラのシャッターを切っていました。
9:25
「石巻駅」に到着。 ここからは２台のレンタカーを借りて女川町を目指します。 見慣れた車窓からの風景に、メンバーも女川町が近くなって
きていることを実感します。 おさなか市場マリンパルが見え、女川町に入りました。
「女川向学館」
今回の最初の訪問場所は「女川向学館」です。 仮設住宅の暮らしで満足に勉強する場所を確保できない子供達に、放課後の場所をと、
「NPO法人カタリバ」が始めた学習塾です。 現在は授業料をわずかながらも徴収しているそうですが、日常で使うコピー用紙などの消耗品、
仮設住宅から向学館までの送迎バスのガソリン代 （女川町内は再建の為の工事で子供達だけで歩くことが禁止されている為） など、まだまだ
資金不足は続いています。 応援団では、企業さんからのコピー用紙の提供の橋渡しをさせていただいたり、お祭りに出店の際の収益金を
寄付させていただいております。 今回は「白金/四の橋納涼祭」での収益金寄付の目録贈呈で伺わさせていただきました。
スタッフの山田さんが旧女川第一小学校校舎を使用している教室をご案内くださいました。 こちらのスタッフの方々はもともと女川町で塾講師を
していた方もいらっしゃるようですが、大半は全国、または海外からきたボランティアの方々です。 教室や廊下の装飾など随所に見られる工夫は、
スタッフの皆さんの熱意を感じ、また被災を経験した子供達と勉強だけはなく、心の交流を大事にしている様子を感じ取ることができました。
帰り際に子供達が詠んだ句を載せたプリントをくださいました。 そこに綴られたたくさんの句には震災から今までの子供達の気持ちが、ぎゅっと、
詰められていました。 あの大災害からまだたったの2年半、子供達が笑顔で通うこの場所の役割を感じ、今後の存続も願わずにいられません。

お祭りの収益金の目録贈呈です

向学館スタッフを紹介してくださいました

10:50
石浜地区の皆さんをお迎えに行く前に早めのお昼を「おかせい」さんで頂きました。 女川町への訪問活動の際にいただくこちらでのお食事が、
メンバー一同の楽しみでもあります。 今回も美味しい海の幸を堪能させていただきました。 さぁ、石浜地区の方々がお待ちです。 運転手以外の
メンバーは先に最初の目的地である多機能水産加工施設「マスカー」で車を降り、空になった車が青空の下、石浜地区に向けてお迎えに向かいます。
多機能水産加工施設、「マスカー」
「マスカー」は中東のカタールから20億円もの資金援助を受けて建設された、大型冷凍冷蔵庫です。 東日本大震災後、女川町の水産加工業は
壊滅的な被害を受けました。 52社あった女川魚市場買受人協同組合の組合員企業のうち、被害を免れたのはたったの3社だったそうです。 「もう、
女川で漁業の再建はできないのではないか？」、そんな思いをいだかれた方もいらっしゃったそうです。 それでもなんとかこの女川町で再建を、その
為にはまず冷凍、冷蔵倉庫の再建が不可欠であると考え、関係者の方々が奔走した結果、カタールフレンド基金より資金援助を受け、2012年の秋の
秋刀魚の水揚げの時期に合わせて完成しました。

石浜地区の皆さんも「マスカー」に到着、これまでの活動で何度もお会いしている方々との再会に早速話が弾みますが、全員揃ったところで、早速
ガイドさんの説明を受けての施設内見学ツアーの開始です。
大震災の経験から今後も起こりうる大津波や大地震などの自然災害を想定してこの施設は作られたそうです。 1階の部分の外壁パネルは、
津波を受けた際には真っ先に外れ、その力を受け流し、建物を支える柱や梁、建物の構造部を守るシステムになっているそうです。 この施設に入る
のは初めてという石浜地区の方々もお話に熱心に耳を傾けます。 2階部分は水産の町を支えるのに必要な冷蔵室や冷凍室が並んでいます。
現在はまだまだ空き容量があるそうですが、近くに建設される水産加工団地が完成すれば、この倉庫もフル活動することになると、期待を込めてお話
くださいました。
つづいて3階を案内していただきました。 ここにも次に起こりうる災害を見据えて、いろいろな工夫があります。 大きめの会議室は災害時の
避難待機場所となります。 6トンもの飲料水や災害用物資を蓄える備蓄倉庫もあります。 非常用の電源設備なども完備されているそうです。
窓からは青空の下で水面がキラキラと光る美しい女川湾と、再建中の護岸工事の様子を見ることができました。 石浜地区の方々と一緒に交替で
窓から外を覗きます。 外を眺めながらご年配の参加者の方がお話してくださいました。
「あの山の裾のところは採石場で、採石が盛んだった昔はハッパ（爆破）が日に何度も仕掛けられて、その音は対岸の働いていた水産加工場にも
聞こえてきたのよ。 決まった時間に聞こえてくるハッパの音で、今お昼だな、そろそろ帰る支度をする時間だな、って思ったものよ。」
幾度も訪れている女川町ですが、知らないことはまだまだあります。 採石は今でも行われているそうです。

「マスカー」のいろいろな機能に一同感心

マイナス30度の冷凍庫で、寒い！！

３階の窓から外を覗きます

12：30
女川町の「黄金バス」さんに手配していただいたバスに「マスカー」前から乗り込み、メンバーの安部と後藤の司会でバスツアーの始まりです。
次の目的地まで１時間ほどの時間を利用し、自己紹介を兼ねて互いの名前を覚える簡単なゲームを行いました。 笑い声の耐えない車中で、
あっという間に目的地に到着です。
わくや万葉の里「天平ろまん館」
ここ涌谷町は、このあたりで天平の時代に金が取れたことが続日本記に記録されており、当時奈良の都で造立がすすめられていた東大寺大仏の
装飾の為の鍍金（めっき）として金が献上されたそうです。 歴史資料館では当時の様子が記された絵画の展示や、鍍金（ときん）の技術などが
紹介されていました。 皆さん、金の重さを体験する展示などを一緒に楽しんでいらっしゃいました。
歴史資料館の見学後は、敷地内を散策しながら休憩場所の茶室「くがね庵」に向かいます。 散策の途中で見つけた天平の仏様（石割菩薩）は
真っ二つに割られた大きな石の内側に仏様が彫られていて、その隙間を通り抜けながらお願い事をすると叶うんだそうです。 かなり狭い二枚の
石の隙間になんとか滑り込み「無事に抜けられますように」と、お願い事をする石浜のお母さんに一同大笑いです。 旦那さんと二人暮らしの方は、
「なかなか二人で出かけることもないので、参加してよかったわ。 誘われたときは少し迷ったけど、こんなに楽しいとは思わなかった。」と、
お話してくだいました。
敷地の奥に静かな佇まいの「くがね庵」がありました。 金箔が貼られた床の間の前で記念撮影した後は、お庭の美しい緑を眺められる茶室で
お抹茶と和菓子をいただきます。 お抹茶を立ててくださった「くがね庵」の女将さんがお庭にある水琴窟（すいきんくつ）のお話をしてくださいました。
水琴窟とは江戸時代に考案された日本庭園の仕組みで、庭のつくばい（手を清めるために用いるもの）の地下に小さな甕（かめ）を伏せて空洞を
作り、その中に落ちる水滴のかすかな響きが竪琴（たてごと）の音色に聞こえるそうです。 町内の庭師の方が精魂傾けて復元されたそうです。
皆で庭にでて水琴窟を囲んで水を流してみます。 「聞こえる？」、「もっと近くに寄らないと聞こえないよ」、「しー、静かに！」、何度も水を流して
耳を傾けます。 緩やかな時間を楽しんでいると、出発の時間が近づいてきました。 お土産所で買い物を済ませたら出発です。

こんな狭い隙間通れるの？

「くがね庵」前で記念撮影

し！音が聞こえないよ！

「わくや天平の湯」
次の目的地は同じく涌谷町にある「わくや天平の湯」です。 こちらでは大小さまざまのお風呂に露天風呂が楽しめます。 お風呂を楽しみにして
いらした方々は、いそいそと支度をして入館します。 時間が押してきてしまっていることもあり、短めの入浴時間となってしまいましたが、震災前は
亡くなられたお父さんとよくここに来ていたというお母さんは、本当に気持ちよさそうに露天風呂に入っていらっしゃいました。 遠出をするのが
大好きだったお父さんと車であちこち訪ねるのが楽しみだったそうです。 震災以来初めてここに来れたことを、とても喜んでいらっしゃいました。
お風呂に入らなかった方はマッサージチェアーを楽しんだり、買い物をしたりなど思い思いの時間をすごしていただきました。
「割烹滝川」
お腹もすいたところで、「割烹滝川」で早めのお夕飯です。 素敵なお膳に綺麗に盛り付けられた美味しそうな品が次から次へとだされ、賑やかに
お話をしながら美味しいご飯に舌鼓を打ちました。 女川町の自慢の季節ごとの海の幸の話などを伺いながら楽しい夕食の時間をすごしました。

「わくや天平の湯」でくつろいだ面々

素敵な和室で夕食です

18：00
最後の目的地、スーパーでのお買い物です。 メンバーが荷物持ちで付き添わせていただきました。 高齢者の方が多い石浜地区、車をお持ちで
ない方は、通信販売や移動車の販売などで済ませていらっしゃって、お買い物を楽しむということが余りないそうです。 「天平ろまん館」のお土産所
や、「わくや天平の湯」でもたくさんお買い物をされた方もさらに日用品などを買い求められ、バスはたくさんの荷物とたくさんの思い出を乗せて帰路に
つきました。
19：00
女川町に戻るとすっかり夜になっていました。 バスの車窓からオレンジ色の大きな月が見えました。 レンタカーを停めさせていただいていた、
「マスカー」までバスで送っていただき、ここからから車輌を乗り換えて石浜地区までお送りします。 車の乗り換えをしていたところ、バンバンバン！
という大きな音と共に、女川湾に大輪の花火が打ち上がりました。 翌日の「秋刀魚収獲祭」の前夜祭の花火です。 空を見上げて見とれている皆の
顔を、次々に打ち上がる色とりどりの花火が照らします。 ここで花火を見ていたいところですが、帰宅予定の時間も過ぎていましたので、
急ぎ石浜地区に戻りお別れとなりました。

2013年9月21日（土）
「秋刀魚収獲祭」
女川町の大イベント、「秋刀魚収獲祭」の日です。 私たちが宿泊した「El Falo（エルファロ）」にも、このイベントのお手伝いをするボランティアの
方々が大勢とまっていらっしゃって、準備のために朝早くから出かけていかれたようです。 いつもは静かに感じる女川町の朝ですが、この日は
うきうきした空気が流れているように感じました。 私達も朝食を済ませ宿を後にし、石浜地区の希望者の方を会場までお連れする為に、お迎えに
上がりました。
石浜地区からは２名の方が一緒に会場にいくことになりました。 会場の総合運動公園をめざしますが、 駐車場が限られているとのことで離れた
場所に設置された臨時駐車場に車を留め、そこから巡回バスで会場入りです。 町内外からのたくさんの方々で巡回バスに乗る長い列ができて
いました。 ようやく会場入りすると、名物の焼き秋刀魚のコーナーからは高々と煙りが上がり、たくさんの方が次々に焼かれる美味しそうな秋刀魚を、
受取って召し上がっていました。 女川汁（秋刀魚すりみ汁）や秋刀魚の即売コーナーにも既にたくさんの方が並んでいて会場内は大盛況です。
応援団メンバーはいつもの赤いＴシャツを着用して会場入りをしていたところ、以前仮設住宅の集会所でイベントをさせていただいた際に交流させて
いただいた方々に会場のあちらこちらで呼びとめられ、「またうちにもきてね」と、お声がけをいただけること、本当に嬉しく思いました。
メインステージでは、女川町ならではの獅子舞が披露されたり、アイドルのライブ、有名な歌手の方々がたくさん出演されたりなど、大変な盛り上が
りです。 私達もお祭りの最後まで会場に留まりたい思いでしたが、帰りの新幹線の時間もあった為、一緒に来させていただいた石浜地区の方とも
ここでお別れさせていただき、女川町を後にしました。

大人気のイーガーショーもありました

テレビでおなじみの顔ぶれ！

お祭りに同行した石浜地区の方と一緒に

４. 活動を終えて
私共の活動の初期の頃から度々訪れ、交流をさせていただいてきた石浜地区は、訪れるメンバーが「親戚の家に遊びにきたみたい。」と、いうほど
いつも快く私達を迎えてくださいます。 今回はより密な時間を過ごさせていただくことによって、一人一人の方々と交流し、お話を伺うことができました。
石浜地区は先に述べましたゾーニングで居住エリアに指定れましたが、津波を免れて残った住居は一旦建て壊し、嵩上げの造成工事の後、住居を
再建の予定だそうです。 建て壊しの際に地区を離れてそのまま戻らない方もでてくるようです。 家だけでも残ったのだからと、たくさんの我慢をされて
きたようにお見受けしておりました。 地域に残られた方々で協力し合いながら過ごしてきた震災後の日々だったかと思います。 この地区が造成工事の
為に一旦封鎖となる前には、また再訪させていただきたいと思います。

５. 今後の予定
◆みなと区民まつり
【日程】

10月12日（土） 11：00～17：00
10月13日（日） 10：00～16：00

【活動内容】
昨年に引き続いての出店です。 女川町の美味しい物産販売のほか、応援団プレゼンツのメニューの数々を販売予定です。 生ビールもご用意
しますので、是非、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）夕方

【活動内容】
清水地区仮設住宅集会所前にてミニ動物園、集会所ではなおやマンによるワークショップを開催します。 青空昼食会は芋煮会の予定です。

６. 補足事項
(1) 参加者 (敬称略/順不同)
川端 陽子

後藤 奈津子

安部 由美

府川 めぐみ

三上 加寿子

平井 智子

平林 真百合

工藤 史大

参加メンバー

ホルモン焼き夏冬

目黒 バーGONE

白金杯一同

Nail Salon Cloche

トラストガーデン 南平台

鈴木 康之

鈴木 美世子

(4) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

(5) 現地受け入れ先
宮城県女川町石浜地区在宅地域の皆様

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１０月６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★
http://www.onagawa.e-ouen.jp
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