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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度目の新年を迎えました。 被災を受けた地域において、仮設住宅などで避難生活を送っていらっしゃったり、転居せざる

おえない状況で故郷に帰れないでいる、避難者、転居者は、まだ全国に27万人いらっしゃいます。 被災された方々への心の影響を鑑み、

津波などの映像で当時を振り返る報道は、控えられています。 そしてセンセーショナルな映像が少なくなるとともに、人々の心から震災の

記憶が薄くなり、関心が減っていきます。 今回の訪問の際に偶然会った、3月11日を前にして被災した地域に入っていたとある報道機関は、

福島から宮城へと北上しながら取材をされているそうで、「絵になるものがまだ撮れなくて」と、おっしゃいました。 人々の関心を得られる絵とは、

どんなものでしょうか？ 震災の日から生活が一変し、受け入れざるを得ない日々を、淡々と、そして懸命に生きていらっしゃる沢山の方々が

今もいらっしゃるということだけは、決して忘れてはならない事実です。 今後もできる範囲のわずかなことになりますが、心寄り添う支援を

モットーに、フェーズに合った支援を常に模索しながら、活動を続けさせていただきたいと思います。 

皆様の継続したご理解、ご支援、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

２.２.２.２. 活動報告 活動報告 活動報告 活動報告

今回は石浜地区在宅の仮設集会所にお邪魔いたしました。 石浜地区は女川湾沿いの北側に位置する地域です。 震災前、海岸近くには

水産加工会社が密集し、山間に向けた斜面には住宅が立ち並ぶ地域でしたが、震災により辺りは一変、高台の10戸程の家屋を残し全てが

波にのまれてしまいました。 REALeYEさんから「在宅避難を続けていて、物資が行き届かない場所がある」と紹介いただき、支援物資を届けに 

初めて石浜地区にお邪魔したのは、震災から4か月後の7月でした。 かろうじて残った家も半壊の状態であったり、ご家族を亡くされていたり、

被災をされていることに変わりない状況の方々ですが、家が残っているとのことで、避難所では受け入れてもらえず、在宅避難となったそうです。

食べるものや生活必需品などの物資が入手できない中、地区の皆様が肩を寄せ合いながら協力して過ごしていらっしゃいました。 それから

幾度となく訪問、交流を重ねさせていただきました。 そして、昨年の9月は「石浜地区の方々といく半日バスツアー」を企画、実施させていただき、

帰りのバスで私達はとても残念なお話を伺うことになりました。 ここ石浜地区も嵩上げ工事の対象地区となり、現在残った家屋も全て取り壊しが 

決まり、地区からの立ち退きが求められているということでした。 せめて家が残ったのだからと、たくさんの我慢をされていらっしゃた方々です。 

新しい街づくりへの為とはいえ、私達もこのお話はとても残念でなりませんでした。 3月には地区が封鎖されるとのことでしたので、その前に

皆さんにお会いしたく、お引越しのお忙しい時期だったようですが訪問をさせていただきました。

石浜地区の皆様と記念撮影 集会所の前に手作りの看板があります

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

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、



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 2014年2月8日（土）～2月9日（日）

B.　目的地 石浜地区在宅 （10世帯　15人）

C.　活動内容 仮設集会所にて鍋パーティーとお茶っこ

(2)　活動レポート

2014年2月2日（日）2014年2月2日（日）2014年2月2日（日）2014年2月2日（日）

幹事会を除いて、今年初めての集まりとなりました。 この集まりに先立って、弊会に関するアンケート調査を行った結果や、今後の活動予定

を出席者と共有しました。 そして1週間後にせまった、今年初めての女川町訪問計画を確認しました。  

2014年2月8日（土）2014年2月8日（土）2014年2月8日（土）2014年2月8日（土）

5：505：505：505：50

今年始めての女川町訪問は悪天候を考慮し、車での移動ではなく、新幹線と在来線を乗り継いでの移動としていたところ、出発の当日から

東日本に大雪の予報がでていました。 そして予報どおり、朝から東京の空にはちらちらと雪が舞い始めています。

 参加者は東京駅で待ち合わせです。 前夜の夜行バスで先に向かった1名は、途中「小牛田駅」駅での待ち合わせです。 他、1名が雪に因る

電車の遅れであとからの合流となりました。 他の者は、予定通りの新幹線で東京駅を後にし、まずは「古川駅」に向かいます。 車窓からみえる

景色はだんだんと雪で白くなっていきます。 女川町も午後からは雪の予報です。 一冬前にようやく仮設住宅に断熱材が設置されましたが、

最低気温は常にマイナスになるこの厳しい寒さの中、断熱材がどれほどの効果があるのか心配されます。

10:0010:0010:0010:00

「古川駅」でJR陸羽東線に乗り換え、「小牛田駅」で1人合流、JR石巻線で現在の最終駅「浦宿駅」に向かいます。 JR石巻線は途中から

万石浦の海岸線と平行して入り江に沿って電車が走ります。 いつもは車から眺める風景ですが、電車の窓から眺める万石浦や周辺の

風景はまた違った角度からの美しさを見せてくれました。 移動の途中、雪雲を追い越したようで予定時間通りに「浦宿駅」に到着した際は、

まだ雪は降っていませんでした。 

ここからは女川町のタクシー会社、「黄金タクシー」さんに車を2台出していただき、1台は事前の準備で先に石浜地区に向かい、もう1台は、

コンテナ村商店街の「相喜フルーツ」さんと「マルカネ青木商店」さんにお願いしていた、昼食会の食材を引き取りにうかがいました。

10:3010:3010:3010:30

遅れていた1名も含め、全員が石浜地区に到着した頃には、ちらちらと女川町にも雪が舞始めました。 久しぶりに訪れた石浜地区は、

何軒かの住宅からは既に引き上げられたのか、窓などが取り外されています。 そして、集会所の前には重機が停められており、本当にこの

土地から皆さんが離れる準備が進んでいることを実感します。 迎えてくださった地区長の遠藤さんは「あのクレーン車が皆が出て行くのを、

今か、今かと待ち構えているんだよ」と、冗談っぽくおっしゃいましたが、私達の目にはまさしくそのように映りました。

仮設集会所のお隣の家には、神主さんがいらしていて家の取り壊しの為のお祓いをされていました。 建物の解体前に行う祭儀があることを

初めて知りました。 地震に耐え、津波の被害からもかろうじて免れ、今まで住まわせてくれた家に感謝し、解体工事を無事に終える事ができる

ように安全を祈願するそうです。 そして、嵩上げ工事の為にこの土地からなくなるのは、建物だけではありません。 敷地を彩っていた草木にも

お別れの祈りをささげていらっしゃいました。

JR石巻線の車窓から見た万石浦 違和感のあるショベルカー 　　集会所の中はいつもと変わらぬまま



11：3011：3011：3011：30

仮設集会所の中は、あらかじめストーブに火をいれてくださっていたので、とても暖かく、早速重装備の上着を脱ぎ、昼食会の準備を

進めます。 メンバーの1名は、今回の昼食会の企画をサポートしてくださった菊地さんと、昼食会が始まることを一軒一軒、声掛けに周ります。

今日がお引越しの家もありました。 私共のイベントにも度々来てくださっていたこの家のご年配のおばあちゃんは、今日参加できないことを

とても残念がっていらっしゃいましたので、また、石浜地区が再建したら遊びにきますねと、お伝えすると顔をくしゃくしゃにして寂しそうに笑い、

「私はもう年寄りだから、もうここには戻ってこれないんよ」と、おっしゃいました。 なんと答えたらいいのかわからず、ただおばあちゃんの手を

にぎって「また会いましょう」と、お伝えすると、涙を浮かべながら「いままで、ありがとうね」と言って、手をやさしくにぎり返してくださいました。 

その手前の家では、お引越しの準備中で、不要になった物を家の前の焼却炉で燃やして処分をされていました。 次の家は狭くて何も

入らないから、たくさん処分しないといけないそうです。 それぞれの方がそれぞれの形で、家に、土地に、生活を彩ってくれていた周りの物に

お別れを告げていらっしゃる様子が伝わってきます。

12：0012：0012：0012：00

「おかせい」さんに注文していたお魚も届き、鍋の準備も整いました。 集まってくださった方々に着席いただき、地区長の遠藤さんにご挨拶

いただきました。 

「今日のこの集まりがこの場所で皆で会うのは最後になると思う。でも、これからも連絡を取りあいながら、またどこかで皆で集まりましょう。 

嵩上げが済んでこの土地に戻ってこれるのはおそらく2年後、帰ってくるときは今の石浜ではなく、新しい石浜になっているとは思うけれど、

また皆でこの地で暮らしましょう。」

ビールやお茶などで乾杯をして、早速、ぐつぐつ煮立ってきたお鍋をいただきます。 冬の名物、たらの身や白子、エビ、ホタテなどが贅沢に

入った寄せ鍋にしました。 「おかせい」さんは、地元の名店です。 皆さん、「こんなに美味しい鍋は食べたことないなぁ」と、いいながら、

お箸が進みます。 

14：0014：0014：0014：00

皆さんお腹が一杯になり、用意したご飯と、鍋の残りで作ったおじやはお持ち帰りにしていただき、一旦片付けをしてお茶っこの時間です。

家からふさ付きのパイナップルを持ってきてくださった方もいて、お茶菓子とパイナップル、「相喜フルーツ」さんからいただいたみかんを

いただきながら、お話をして過ごします。  次に移る住居に関しての話もでました。 今回の転居を機に海から離れた所に移ることを考えた

方もいらしたようですが、「女川の海が見えるところで育ってきた、やっぱり海が見えないと駄目なのよね」と、おっしゃいました。

そして途中から集会所に顔をだしてくださった、女川町社会福祉協議会の矢竹さんが、宮城県の民謡を披露してくださいました。

手拍子をしながら聞いていたお父さん達も、矢竹さんの力強い歌声に導かれるように、途中から一緒に歌っていらっしゃいました。

15：0015：0015：0015：00

お昼頃から降り続いた雪は、膝丈ぐらいにまで降り積もり、集会所の前に停められていた重機も、ところどころ掘り起こされていた地面も、

主がいなくなってガランとなってしまった家も、全てが真っ白の雪で覆い尽くされました。 今日、最後の家財道具の運び出しを行い、トラックに

荷物を積んで移り先に戻らないといけない地区長の遠藤さんは、雪道を考慮し、早めのお別れとなりました。 真っ白になった石浜地区を眺め、

「まさしくなごり雪だね」とおっしゃって石浜地区を後にされました。

　乾杯！今日は楽しく過ごしましょう 　冬はたら鍋ですね！ 　さぁ、鍋もできたようですよ



16：0016：0016：0016：00

皆で過ごした楽しい時間でしたが、そろそろ私達もお暇しないといけない時間になりました。 小学校に教員として勤めているメンバーが、

横浜市万騎が原小学校の子ども達が収穫したもち米を皆さんに配布、お土産としてお持ち帰りしていただきます。 そして、転出先の住所が

分かる方には住所を書いていただき、 これまで私達が石浜地区にお邪魔した際に撮ってきた写真を、後日送らせていただくことにしました。

この雪でタクシーが来れないとのことで困っておりましたが、最後までお付き合いくださった矢竹さんが、ありがたいことに車で送ってくださる

ことになりました。 荷物を積み込み撤収の準備が完了、まだ降り続く雪の中、皆さん集会所の外まで出てきてくださって、お別れの挨拶をして

くださいました。 そして上着も着ないで外に追いかけてきてくださった方は、私達の乗り込んだ車が見えなくなるまで、いつまでも、いつまでも

手を振ってくださっていました。

報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）

ゲスト： 針浜地区仮設住宅 自治会長 桜井 様、早坂 久美子 様（NPO コバルト・クロス・カムイミンタラ）

報告会では、参加者それぞれの思いを語りました。 活動の当初から石浜地区にお邪魔してきたメンバーは、以前に比べて皆さんの表情が

とても明るくなってきていたことを感じていたようです。 全員が今後も石浜地区の方々との交流を続けて行きたいとの意見でした。

今回は以前より清水地区などで度々お目にかかっていた、コバルト・クロス・カムイミンタラというNPO法人を立ち上げ、お住まいの北海道を

拠点に、被災された地区の活性化にも精力的に動いていらっしゃる早坂さんにお越しいただき、震災当初からのご自身の活動、女川町との

かかわり、そしてこれからの活動に関して熱く語っていただきました。

また、針浜地区仮設住宅の自治会長、桜井さんにお越しいただき、6月の女川町訪問活動として計画している、針浜地区仮設住宅の方々を

対象とした、日帰りバスツアーの企画のご相談をさせていただきました。 やまない雪の中お越しいただきましたゲストの方々、本当にありがとう

ございました。

華夕美前の坂道は何台もの車が立ち往生していました 　　早く雪が止みますように

万騎が原小学校の子ども達のもち米、
今年もお届けできました

数時間で外はもう真っ白矢竹さんの歌声に手拍子です！



2014年2月9日（日）2014年2月9日（日）2014年2月9日（日）2014年2月9日（日）

翌朝になっても降り続いていた雪は、女川町をすっぽりと包みこんでいました。 電車の運行情報では、JR石巻線が動いていないとのこと、

再開の目処がたつまで、華夕美さんの宿泊の1室に居させていただくことになりました。 海から吹きつける風で冬の寒さは厳しいものの、

沿岸部の女川町が大雪にみまわれることはめったにありません。 宿の前の坂道では雪道に慣れない何台もの車が立ち往生していました。 

2時頃の再開の見通しの情報を確認、華夕美さんのバスで「石巻駅」まで送っていただき、とりあえず女川町を後にします。 駅周辺で昼食を

とりながら待機しますが、再開の見通しが4時過ぎにずれ込んでしまったこともあり、今日早めに帰宅しないといけない者は、レンタカーで

「古川駅」に向かい東京をめざすことにしました。 残りの者も4時過ぎにようやく再開したJR石巻線に乗りこむことができ、遅れて東京を目指し、

何とか全員、無事に当日中に帰宅いたしました。

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

「なごり雪」。 地区長の遠藤さんがおっしゃった言葉どおりの、思い切れない思いが残る、とても切ない訪問となりました。 行政側の説明では、

石浜地区に皆さんが戻れるのは2年後の予定だそうですが、皆さん、本当のところはそれ以上の期間になるのではと、覚悟されているようです。 

再建後に地区へ戻る予定にされているのは今のところ27世帯ですが、2～3年後にいろいろな事情により戻って来れない方もいらっしゃるのでは

ないでしょうか。 家を津波で奪われ、避難所、そして仮設住宅へと移られた方々は震災当初に経験をされていますが、在宅避難者として

被災された石浜地区の方々もこれから新しい環境となります。 高齢の方も多いため、体の、そして心の体力が心配されます。

ほとんどの方が、渡波、浦宿、他１箇所の約3箇所の行政から斡旋された、みなし仮設住宅に移られるようです。 引越し先での新しい

コミュニティ作りや、石浜地区にお住まいだった方々の継続した交流のお手伝いを、今後もなんらかの形でさせていただきたいと思います。

４. 今後の予定４. 今後の予定４. 今後の予定４. 今後の予定

2014年の現在計画されている予定に関しては、弊会ホームページにも掲載させていただきましたので、そちらも合わせてご覧ください。

◆3月女川町支援活動

【日程】 3月15日（土）～3月17日（月）

　「女川町復幸祭2014」に出店します！ 東京港区芝大門の名店「ホルモン焼き夏冬」より、プリプリのホルモンをお届けします。 特製のタレと

味噌で、お楽しみください！

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)

小澤　 徹 藤原　  朗 瓜田 　 創 末石　義史

後藤　奈津子 平林　真百合 三上　加寿子 工藤　史大

　 (2) 後方支援者 (敬称略/順不同)

小澤　雅志 安部　由美 若本　智子 川端　陽子

　 (3) 食材等支援提供 (敬称略/順不同)

株式会社　ビー・エヌ・アイ 壱岐酒造 

(4) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

野口猛彦・トシ子 牧野　卓 加藤　聡 平林　真百合

瓜田 　 創 後藤　奈津子

　 (5) 現地受け入れ先

宮城県女川町石浜地区在宅地域　菊池　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２６年２月１６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★
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