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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3年半が経ちました。 東北応援団 白金支部が支援させていただいている宮城県女川町は、来年の女川駅の開通を

足がかりに、駅前プロムナード、各所公共施設の完成、災害復興住宅の整備と、復興に向けての歩みを着実に進めていらっしゃいます。

そして女川町の産業界もさまざまな取り組みで、全国のマーケットとの競争力を高めるべく、日々努力されていらっしゃいます。

私共では、昨年に続き東京港区白金の商店街の納涼祭りにて、さんまの煙で「女川の復興の狼煙」をあげ、宮城県女川町のＰＲとして

出店させていただきました。 女川町の名物を販売し、「知る」　「見る」　「味わう」　ことで、女川町の認知度をあげることに少しでも貢献させて

いただきたく、活動をさせていただきました。　また昨年に引き続き、白金支部の売上金は、子どもたちの学習や心のケアの為に様々な

取り組みを行っている、「女川向学館」（※）に全額寄付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。　

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/四の橋商店街 納涼まつり２０１４

◆日時 2014年8月2日（土）　15：00～21：00

2014年8月3日（日）　15：00～21：00

◆会場 四の橋商店街のなかほど （港区白金３-９-８　付近がブース出展場所）

（2）出店目的

　女川町PRとして、女川の物産を販売する。 また、白金支部エリアの売上金は、昨年同様に「女川向学館」さんへ全額寄付とする。

（3）出店の構成

a. 炭火焼き秋刀魚、ホタテ炭火焼の実演販売、および生ビール販売

 ◆ 女川産さんま炭火焼き　：　販売目標　各日　４４０尾　 　計　８８０尾

　女川町で旬の時期に水揚げされ、冷凍保存されていた脂の乗った秋刀魚を今年も「 横浜南部市場」さんより仕入れさせていただきました。

  また秋刀魚に添えて提供する「すだち」は、昨年に引き続き「 徳島県板野町観光協会」さんよりご支援いただいたきました。

女川産を前面にポップを作成しました

被災された皆様に対し、心からお見舞い申し上げます。 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

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、



 ◆ 女川産ホタテ炭火焼　：　販売目標　各日　５０個　 　計　１００個

　震災後、牡鹿半島の海の幸を直接消費者へ届けようという試みで始められたのが「株式会社海の民」です。 ホタテは「株式会社

　海の民」の新しい取り組み「ONE ROPE OWNER」制度より購入させていただきました。 消費者に養殖ホタテのロープオーナーになって

　いただき、希望の日にお届けするというシステムです。

◆ 生ビール　：　販売目標　各日　１４０杯　 　計　２８０　杯

◆ さんまの付箋　：　４種類

　８月より女川町観光協会さんより発売された新商品、かわいい４種類の「さんまの付箋」を販売させていただきました。 使い方の例などの

　POPを作成、女川町でしか手に入らないアイテムを東京でいち早く販売させていただきました。

b. 「蒲鉾本舗高政」、「マルキチ阿部商店」の女川町物産販売サポート

（4）活動レポート

【中央大学ボランティアステーション 「チーム女川」お話会】【中央大学ボランティアステーション 「チーム女川」お話会】【中央大学ボランティアステーション 「チーム女川」お話会】【中央大学ボランティアステーション 「チーム女川」お話会】

6月27日（金）　6月27日（金）　6月27日（金）　6月27日（金）　

　昨年度に引き続き中央大学ボランティアステーション所属の学生さん達と、お話会を行いました。 今年は、8名の学生さんが参加です。

昨年行ったお話会から、弊会の活動にレギュラー参加してくれている学生さんが中心となり、女川町の各所を訪れるスタディーツアーを

開催したり、継続した活動をされています。 女川町をサポートするメンバーで「チーム女川」を発足したそうです。 今回は、新メンバーを

連れて来てくれました。 白金支部発足の経緯から、刻々と変わるニーズに対応すべく、情報収集を行いながら、寄り添う活動をモットーに 

行ってきた活動の説明をさせていただきました。

【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21日（月）　および　26日（土）　7月21日（月）　および　26日（土）　7月21日（月）　および　26日（土）　7月21日（月）　および　26日（土）　

　白金支部として昨年の女川町PRブース出展で秋刀魚を焼いてから１年が経ちました。 今年も秋刀魚を美味しく焼いて提供できるよう、

昨年に引き続き「横浜南部市場」 さんの支援グループ「愛と勇気と秋刀魚実行委員会」のイベントで、秋刀魚焼きの極意を教わりに行って

きました。「愛と勇気と秋刀魚実行委員会」さんは、横浜市内の各所で毎週末女川町の秋刀魚を焼いてPR活動を継続されていらっしゃい

ます。 今回お邪魔しましたのは、7月21日（日）「横浜ベイサイド三井アウトレットパーク」と、26日（土）「本牧ポートハイツ夏祭り」です。 

初めて参加するメンバーも含め、機材の扱い方、炭のおこし方のコツや、焼く前の秋刀魚の準備など、丁寧に教えていただきました。

7月27日（日）　活動打ち合わせ7月27日（日）　活動打ち合わせ7月27日（日）　活動打ち合わせ7月27日（日）　活動打ち合わせ

　今年は土曜日16名、日曜日17名、延べ33名が参加してくれました。 昨年に引き続き参加してくれた学生メンバー、先日のお話会で

初めてお会いした学生さんも参加です。 華やかなブースになりそうです。 初めての参加の方もいらしたので、販売の流れなどを

実際にシミュレーションなどを行い、どういった受け答えをするのか、掛け声はどのタイミングでするのかなど、繰り返し練習を行い

ました。

学生さんのお話会では初対面ながらも打ち解けて．．． 「愛と勇気と秋刀魚実行委員会」のイベントではいつも
玄人の焼き手さんが集まります



8月1日（金）　前日準備8月1日（金）　前日準備8月1日（金）　前日準備8月1日（金）　前日準備

　四の橋商店街の方たちと、お祭りの準備です。　夜、商店街を通行止めにし、屋台やターフの組み立て、電球の取り付けなどを行い

ました。 明日の出店位置の確認を行い、周囲の清掃もさせていただきました。 

8月2日（土）8月2日（土）8月2日（土）8月2日（土）

午前午前午前午前

　早朝から運搬の担当メンバーが「横浜南部市場」さんへ向い、秋刀魚とお借りする道具を受け取らせていただきました。 この日は

「横浜南部市場」さんも夏祭りを開催されるとのこと、朝早くから人出で賑っていたようです。 お忙しいところ、ご準備、対応いただきまして、

本当にありがとうございました。　そして、今年も地元、尚礼会の集会所をお借りし、準備を進めます。 地元の町会長の橋本様はじめ、

町会の方々に支えていただいている私共の活動です。 集会所で、続々と女川町から届く販売品の受け入れを行いました。 

そして、今年も「徳島県板野町観光協会」さんのご厚意で「すだち」をご提供いただきました。 手の空いているスタッフが半分にカットして 

準備を進めていきます。

13：0013：0013：0013：00

　参加メンバー全員が集合です。 全員、白金支部のトレードマークの赤いＴシャツを着て、設営に取り掛かります。 この日は猛暑日、

炎天下の作業で熱中症にならないよう、日除けの帽子をかぶりました。 お祭り会場では他のブースも着々と準備が進んでいました。 

　女川町から「蒲鉾本舗高政」の高橋正樹さん、そして「マルキチ阿部商店」からは、なんと阿部すが子さんが到着です。 

　粗方の設営が終り、本日の女川町PR隊は、浴衣にお着替えです。 着付けのできる後方支援者の方が駆けつけてくださり、着付けを

していくださいました。

【白金/四の橋商店街 納涼まつり２０１４】　１日目【白金/四の橋商店街 納涼まつり２０１４】　１日目【白金/四の橋商店街 納涼まつり２０１４】　１日目【白金/四の橋商店街 納涼まつり２０１４】　１日目

15：00～21:0015：00～21:0015：00～21:0015：00～21:00

　　「白金/四の橋商店街納涼祭り」のスタートです。　今年は新しく「ホタテ炭火焼」を販売します。 焼き台は2台。1台は秋刀魚、

1台はホタテとしました。 昨年の出店を覚えていてくださった地元の方が、「去年の秋刀魚おいしかったよ！」と、早速、焼きあがった

秋刀魚を購入してくださいました。 そして、ホタテを貝ごと豪快に焼く今年の新商品を目に留めてくださる方も多く、限定50個の

「ホタテ炭火焼」は早々に完売です。

　炎天下だったこの日、ブースは生憎の直射日光が当たる場所で、要冷蔵品を扱う「蒲鉾本舗高政」さんの本格的な販売は、日が陰る

時間からとなりました。 浴衣のPR隊が、トレイに「蒲鉾本舗高政」の蒲鉾や、「マルキチ阿部商店」の秋刀魚の昆布巻きなどを乗せて、

ブース前を通りすぎる方々にアピールします。 

　女川町観光協会
の新商品、

さんまの付箋紙

通行止めになった商店街は翌日のお祭モードとなります 　　 板野町さんから届くすだちは香りも形も抜群です！

焼き上がりの秋刀魚にすだちを添えて ホタテは丸ごと豪快に！



　ホタテの完売後は、2台の焼き台で焼き始めた秋刀魚から、もうもうと煙が上がります。 暑さもひと段落した時間から、皆さん並んで

購入してくださり、ブースの脇には常に列ができていました。 そして終了時刻を待たず20時頃には秋刀魚も完売、人の流れがある間は、

撤収作業を少しづつ行いながら物産販売に力をいれました。

　終了時刻少し前に、1日目の販売は終了といたしました。 道具類は全て尚礼会集会所に引き上げます。 この日は高橋正樹さんや

阿部すが子さんを交え、懇親会を行いました。 女川町のこれからの展望や、企業としての取り組みなど、貴重なお話をたくさんお伺い

させていただきました。

8月3日（日）8月3日（日）8月3日（日）8月3日（日）

午前午前午前午前

　この日も快晴。 朝から販売用の秋刀魚を「横浜南部市場」に引き取りにうかがいました。 尚礼会集会所では、女川町から届く販売品の

受け入れを前日同様に行います。 前日を振り返り、ブースに持っていくものは最小限とし、荷物の整理も行います。 また、有効活用

できていなかった、女川ガイドや、「女川向学館」さんのチラシなどの設置位置も見直します。

13：0013：0013：0013：00

　参加メンバーが全員集合。　高政の高橋さんや阿部すが子さんが宿泊先から合流します。　この日の販売品も女川から無事に到着

ました。 前日の経験を踏まえ、スタッフが手際よく設営に取り掛かります。 尚礼会集会所に留まり、秋刀魚の水抜き、塩振りを行う者、

集会所とブースを往復して資材を運ぶ者、設営を行う者。 手際よく行えたので、お祭り開始時刻前に準備は完了、炎天下での作業

でしたので、お祭り開始前までしばらく休憩を取ることができました。

【白金/四の橋商店街 納涼まつり２０１４】　２日目【白金/四の橋商店街 納涼まつり２０１４】　２日目【白金/四の橋商店街 納涼まつり２０１４】　２日目【白金/四の橋商店街 納涼まつり２０１４】　２日目

15：00～21:0015：00～21:0015：00～21:0015：00～21:00

　お祭り2日目開始です！ この日は、前日すぐに完売してしまった数量限定の「ホタテ炭火焼き」は午後5時からの販売としました。 焼き台

２台を使って、秋刀魚の炭火焼の開始です。 この日も真夏日、ビールが早々に売れていきます。 土曜日より日曜日の方が人出が増える

このお祭り、早い時間から物産販売に人が寄ってくださいました。

　「ホタテ炭火焼」の限定50個は、販売開始の午後5時前から並んでいてくださる方もいて、あっという間に完売となりました。 そして秋刀魚の

売れ行きも好調です。 「昨日来たら売り切れだったから今日は早めに」と、秋刀魚を購入くださる方や、ご近所の方はお夕飯のおかずにと、

お持ち帰りになる方も多数いらっしゃいました。 列に並んでくださる方には「女川ガイド」を使って女川町の復興の状況のお話をさせて

いただいたり、「女川向学館」さんよりお預かりした資料を使って、子供達の学習状況の説明をさせていただきました。

　焼き上がりを待っていただく方が絶えず列を作ってくださり、実演販売は午後7時に完了いたしました。 手が空いたものは、物産の

販売に集中します。 販売アイテムを持って、道を歩く方に積極的にセールストークを行います。 今回初参加の学生さんも、コツを掴んで

からは、次々と道行く方に話しかけ、販売していきます。 程なくして「蒲鉾本舗 高政」の蒲鉾は完売し、「マルキチ阿部商店」の手作りの

昆布巻きや、鯨の缶詰の販売に注力しました。

　午後9時、お祭り終了！です。 道具の片付けをして、解散となりました。 2日間アテンドいただいた「蒲鉾本舗 高政」の高橋正樹さん、

「マルキチ阿部商店」の阿部すが子さんとも尚例会集会所でお別れとなりました。

すが子さんファンも駆けつけて、ブースは賑わいました 浴衣ＰＲ隊も大活躍です



　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

昨年に引き続き、2回目の「白金/四の橋商店街納涼祭り」の出店となりました。 昨年の出店を覚えていてくださる方々が多く、印象付ける

為には、継続の重要性を感じたイベントでもありました。 実演販売で目をひき、ブースの注目度を上げ、ブースにまずはお越し頂く、そして 

女川町の美味しい物産品をじっくりみていただくという試みにおいては、いくつかの課題点も見つかりました。 今回の課題は、今後の女川町

PRブース出展への申し送り事項として、活かしていきたいと思います。

最後に、今回の出店において「女川町観光協会」さんに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

◆９月女川町支援活動

【日程】 9月20日（土）～9月21日（日）

【活動内容】

　女川町針浜地区仮設住宅の皆さんと日帰りバスツアーで松島を訪れます。 遊覧船にのり、温泉を楽しみ、お土産物屋さんを散策する

ツアーです。 翌日は、「女川さんま収獲祭2014」です。 弊会で被災を受けた地域を思うチャリティコンサート「東日本大震災チャリティ

コンサートがんばっぺ東北！」にご出演いただいた、サザンオールスターズのトリビュートバンド「いとしのエリーズ」さんがステージのトリを

努めることになりました！ 東北応援団 白金支部では、「いとしのエリーズ」のステージを全力でバックアップさせていただきます。

◆みなと区民まつり 2014　出店

【日程】 10月11日（土）～10月12日（日）

【活動内容】

　今年で「みなと区民まつり」への女川町PRブースの出店は3回目となります。 女川町からは 「蒲鉾本舗 高政」さんのおなじみの蒲鉾や

「マルキチ阿部商店」さんの農林水産大臣賞受賞の秋刀魚の昆布巻き「リアスの詩」、他多数の物産販売、実演販売では、スペシャルな

「女川汁」の販売も行います。

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)

川端　陽子 平林　真百合 平井　智子 渡辺　淳子

後藤　奈津子 平林　春樹 瓜田　創 末石　義史

三上　加寿子 加藤　準一 矢本　貴俊 楠　貴裕

久保田　亜希 中村　亮士 佐藤 広基 上松　茉琳

窪田　大悟　 稲吉　華那 黒川　涼香 安倍　由美

宮野　貴 工藤　史大

　（2） 後方支援者 (敬称略/順不同)

尚礼会町会 たちばな 橋本  翔二 加藤　豊

蜜口　真人 伊藤　貴志 小澤　徹 若本　智子

（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)

女川町観光協会　 マルキチ阿部商店 女川町 蒲鉾本舗髙政　 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２６年９月７日

東北応援団　白金支部

工藤 史大

★東北応援団 白金支部　ＷＥＢサイト★
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