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頑張ろう日本！

頑張ろう東北！

平成２６年１０月３日（金）

東北応援団 白金支部

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、
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。

１. はじめに
東日本大震災によってたくさんの方々が被害に遭われました。 生きる基本である衣食住を一瞬にして奪われてしまってから3年半、避難所に入り
そして仮設住宅へ移られ、また在宅避難を続けられながら生活を取り戻されてきました。 そして、次に重要となるのが崩壊したコミュニティ
の再生です。 健全な社会生活を営むことは、心の健康にとても重要なことです。
炊き出し、物資の供給から始まった私たちの活動は、偏った視点からの支援にならないよう、多方面からヒアリングを行いながら、支援のフェーズ
に合わせ、形を変えてまいりました。 そして 現在、私共が考える支援の形は、コミュニティの再生、定着化のお手伝いです。 そのコミュニティの再生、
定着化を考えた際、年に数回の訪問に限られる私共の活動では、直接的なサポートには限界がありました。 そこで私共にもできることとして、
自治会の活性化のサポートをさせていただこうと考えました。 自治会が活性化することにより、地域でのお付き合いが深まり、長引く仮設住宅での
暮らしにおいて、心のゆとりや生活の彩りがでてくるのではないかと考えたからです。 そして、この9月の支援活動を私たちが今できる一つの支援の
形としてご報告させていただきます。

針浜仮設住宅の方々と訪ねた松島「ホテル一の坊」での記念撮影

２. 活動報告
今年度は針浜地区仮設住宅の自治会の活性化に重点を置き、この9月の支援活動、日帰りバスツアーに焦点を合わせ、活動してまいりました。
6月の訪問活動では、針浜地区仮設住宅の集会所で昼食会と、アロマキャンドルとバスボム制作のワークショップを行い、集まってくださった方々へ
バスツアー告知と、ツアー内容の希望などのヒアリングを行いました。 また各住戸へ個別訪問し、集会所の集まりに参加されなかった方々
にもバスツアーの告知をさせていただき、より多くの方にご参加いただくことを目標としてまいりました。 また、自治会との話し合いや、現地視察
など、様々な試み、準備をし、日帰りバスツアーを催行いたしました。
翌日に開催の「おながわ秋刀魚収獲祭2014」にもお邪魔しました。 昨年、東京で私共が開催した「第三回 東日本大震災チャリティーコンサート
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、おながわ秋刀魚収獲祭にて
ステージのトリを務められることとなり、いとしのエリーズメンバーとファンの方のバスツアー「宮城女川町ライブ バスツアー」を白金支部が
サポートさせていただきました。 会場では「いとしのエリーズ」さんのステージを盛り上げるべく、メンバー全員で応援させていただきました。
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9月20日（土）より9月21日（日）

B. 目的地

女川町 針浜地区仮設住宅 （桜井自治会長 60世帯 100人）

C. 活動内容

9/20（土）・・・秋の日帰りバスツアー
9/21（日）・・・「おながわ秋刀魚収獲祭２０１４」で「いとしのエリーズ」を応援

(2) 活動レポート
2014年6月から8月
6月の活動を通してヒアリングした内容から、幹事会で日帰りバスツアーの場所を検討しました。 移動時間の短さや、希望する声が多かった
「温泉地」であることなどを考え、行き先は松島に決定しました。 9月の活動のリーダー4人が中心となり、松島をたっぷり満喫していただき、
交流を図っていただけるプラン案をいくつも考え、それぞれの利点、懸念点を洗い出し、より良いプランになるよう、話し合いを重ねました。
そして、プラン案が完成しました。
2014年8月9日（土）
針浜地区仮設住宅自治会長の桜井様と副会長の高橋様と打ち合わせを行いました。 私どものプラン案を提出し、今後の進め方を検討して
いただきました。 自治会と住民の集会をもっていただき、ツアープランを確認、修正点などがあればご連絡をいただくことになりました。 また、
今後の申し込みの流れも確認し、ツアーのご案内、申込書の配布と回収を自治会で行っていただくことで合意しました。 そして嬉しいことに、
針浜地区仮設住宅自治会の夏祭りにお誘いいただき、9月の日帰りバスツアーのリーダーがお邪魔させていただくことになりました。
2014年8月30日（土）
松島視察ツアー
関東に在住している我々は、松島のことをほとんど知りません。 そこで、立てた計画の検証、そして計画をブラッシュアップさせる為、松島の
現地視察を行いました。
残念ながら当日は小雨が降ったり止んだりの曇り空。当日は晴天になることを祈りながら視察を開始し、松島内のツアー起点となる、
松島観光協会レストハウスを中心に、ツアーの動線を確認します。 ツアーのメインの一つである、遊覧船の空き状況、乗船場所などを確認
しました。 そして日帰り温泉を利用予定の「ホテル一の坊」を訪ね、お風呂の他、入浴されない方々にも楽しんでいただけるよう、併設している
「藤田喬平ガラス美術館」などの施設も確認しました。 「ホテル一の坊」を後にし、当日の行程に沿って松島市街地へ戻ります。
狭いようで広い松島中心街のどこを見てもらえば、より楽しんで頂けるかを考えながら土産屋を一軒ずつ周りました。
最後に松島の展望ポイントの確認です。 候補地の「双観山展望台」と「西行戻しの松公園」を訪ね、バスの降車位置と景観を確認しました。
実際に現地を視察してみると、課題となるべき部分はたくさんみつかりました。 当日は女川町の方々と楽しい一時を過ごせるよう、よりよい
バスツアーにするために残りの時間で何ができるか。 東京へ戻ってメンバーに報告すべく松島の街を後にしました。

視察ツアーの写真

8月末の視察の時の松島、遊覧船乗り場桟橋
9月の行楽シーズンはもっと混雑するかもとのこと

夏祭りのカラオケに、メンバーが飛び入り参加！

2014年8月31日（日）
針浜地区仮設住宅自治会の夏祭り
お昼すぎから始まっていた夏祭りに少し遅れて到着すると、たくさんの方々が既に集会所前に特設されたテントの下に集まっていらっしゃい
ました。 BBQを楽しみながらのカラオケとビンゴ大会の夏祭りです。 早速、針浜地区仮設住宅自治会長の桜井さんと、副会長の高橋さんに
ご挨拶をし、私たちも輪の中に入れていただきました。 私どもが6月にお邪魔した土曜日にはお仕事で不在だった方にもお会いすることができ、
改めて9月の日帰りバスツアーにお誘いします。 また、6月の活動の際には、参加をためらわれていたお母さんにも再会、重ねてお誘い
しました。 夕方には皆さんお酒も進み、カラオケに合わせて踊りを踊る方がいたり、夏祭りの盛り上がりもピークとなりましたが、帰りの電車の
時間となり、お暇することにしました。 ツアーパンフレットと申込書を自治会長にお渡しして、配布のお願いをさせていただき帰路に着きました。
2014年9月上旬
視察ツアーを踏まえての懸念事項を検討、プラン詳細の調整を行います。 針浜地区仮設住宅では、桜井自治会長、高橋副会長が、パンフレット
を配布、出欠確認、申込書の回収を行ってくださいました。 参加を迷っていらした方には、自治会長、副会長が個別で声かけ、参加の後押しを
してくださいました。そして、針浜地区仮設住宅からの参加者が確定、19名もの方々の申し込みがありました。 早速、各種手配を進めていきます。

2014年9月7日（日） 参加メンバー打ち合わせ
白金支部の参加メンバーで打ち合わせを行いました。 活動には初めて参加する3名を含め、総勢17名です。 当日の行程や、それぞれの
役割を確認、針浜地区仮設住宅からの参加者とペアを組むため、どういったことに気を配ったらいいかなど、意見を出し合いながら打ち合わせを
進めました。 また、翌日の「おながわ秋刀魚収獲祭2014」では、「いとしのエリーズ」さんのステージを盛り上げるべく、「ホテルパシフィック」の
演奏では、振り付けを覚えて一緒に踊らせていただくことになりました。 ダンサーの方が私どもの練習用に撮ってくださったビデオを見ながら、
全員で繰り返しの練習を行いました。
2014年9月20日（土）
5：50 ＪＲ東京駅 東北新幹線中央改札口 集合
メンバーが続々と集まり、6：04発のやまびこ41号の出発ホームへ向かいます。 これまでの活動で同じ時刻の新幹線を利用してきましたが、
この日はお彼岸の日程と重なっていることや、仙台での有名アーティストによるコンサートの予定があるようで、いつもよりもたくさんの方々で
ホームが賑わっていました。 また、活動を通して知り合った方に偶然再会、21日（日）開催の「おながわ秋刀魚収獲祭2014」に向けての移動
だそうです。 たくさんの方を乗せて、電車は東北へ向かいます。
9：51 浦宿駅 到着
レンタカーを借りに行くメンバーは石巻駅で下車、その他のメンバーは、JR石巻線浦宿駅に到着しました。 お天気に恵まれたこの日、
太陽の光を浴びながら一同足早に針浜地区仮設住宅に向います。
10:10
針浜地区仮設住宅に到着。 桜井自治会長をはじめ、ご参加くださる方が既に集会所前で待っていてくださいました。 まずは皆さんにご挨拶。
すぐに受付の準備を開始し、介助が必要な方をメンバーがお迎えに上がります。 桜井自治会長とご一緒に早速受付を開始します。
レンタカー組が到着し、お願いしておいた昼食のお弁当や飲み物も到着しました。 参加者が全員揃い、白金支部メンバーがツアー参加の方
へ自己紹介を行います。 自分のニックネームと共に、この日ペアを組む方と顔合わせです。 ご挨拶が終わったらいよいよツアーの始まりです。

針浜地区仮設住宅集会所前に到着です

旅のしおりはメンバーの
手作りです

秋の日帰りバスツアーレポート
11:00
「黄金バス」の運転手さんにご挨拶をし、バスにお茶やお弁当を積み込んだ後、参加者全員がバスに乗り込みます。 総勢36名を乗せた
バスは、補助席も使っていっぱいになりました。 お見送りの方に手を振って出発となりました。
白金支部メンバーは、早速、お隣に座られた針浜地区仮設住宅からの参加の方に松島についてお話しを聞きます。
「松島はよく家族で温泉に入りに行ったよ!」、「実はあまり行った事ないの」等、楽しいお喋りがたくさん聞こえてきます。
バスは順調に走り始め、バス内進行係がご挨拶をし、今日一日の流れを参加者へ説明、楽しいレクリエーションの始まりです。 まずは、
メンバーがペアの方のお名前を呼び、改めてご挨拶し、ユニークな自己アピールや今日のツアーへの意気込みを語り、バスの中は、たくさんの
笑い声に包まれました。 自己紹介の後は、お菓子の景品が全員に当たる楽しい「松島クイズ」です。 メンバーが考えた難問珍問に、皆で頭を
ひねります。 松島が近づいてきた頃、宮城県の民謡「斎太郎節」を皆で合唱しまた。 歌詞は当日配布した、手作りの旅のしおりに掲載して
いましたが、宮城県にお住まいの方にとってはお馴染みの歌、メンバーは、歌詞を見ながら一緒に歌いました。

12：30
松島観光桟橋レストハウス前に到着。 ツアー中の誘導は桜井自治会長と白金支部メンバーの平林リーダーが担当します。 フェリー乗り場の
ある松島観光桟橋へ皆さんを誘導、松島島巡り観光船「仁王丸コース」に乗船です。
大きな汽笛の音と共にフェリーが動き始めると、子どもから大人まで歓声が上がります。 フェリーは我々で貸切、ランチを食べながらの
クルージングです。 松島の景色を眺めながら、女川の名店「おかせい」の新鮮なお刺身がのった女川丼に、ホタテが入ったあら汁をいただきます。
同じ仮設住宅に暮らしていても、顔を合わせる機会が少ない方もいらっしゃるとの事、 ６人掛けのテーブルには久しぶりに会った方同士が、
楽しそうにお喋りをする姿もありました。 子ども達は元気いっぱい！食後は甲板に出てフェリーにあたる水しぶきを眺めたり、海に浮かぶ島々を
眺めたりしながら楽しそうです。 そうしている間に楽しい航路は終わりに近づき、松島観光桟橋に帰着しました。

誘導役のメンバーはバスガイドさんの帽子を頭に…

フェリーの中では窓の外の景色を楽しみながら
お喋りが弾みます

松島湾を背景に記念撮影

13：40
下船後、松島湾に浮かぶ島々をバックに全員で記念撮影し、松島観光桟橋レストハウス前からバスに乗り込みます。
次の目的地、「ホテル松島一の坊」へ向かいます。 こちらでは展望露天風呂での日帰り温泉を楽しみます。 バス車内では、入浴されない方も
ゆっくり過ごしていただけるよう、館内の設備を紹介します。 5分程で 「ホテル松島一の坊」に到着、集合時間と場所をお伝えし、下車しました。
入浴される方にはタオルを配布し、館内へ誘導します。 最上階に設置されたお風呂で、海に浮かぶ松島を眺めながら湯船につかり、
たくさんのお話をしました。 震災前の女川町の事、建設中の女川駅に出来る温泉施設「ゆぽっぽ」の事、そしてやはり皆さんが
気になるのは、一部で入居が始まった女川町災害公営住宅の事のようです。 ご自身で新しく住宅を建てられる方もいらっしゃいますが、
大半の方は抽選で災害公営住宅に入られるそうです。 お風呂から上がり身支度を整えた後は、集合時間までロビーにあるお土産物屋さんを
散策します。 入浴されなかった方々は、隣接する藤田喬平ガラス美術館を散策したり、ロビーでくつろいだりと、思い思いの時間を過ごして
いただきました。 集合時間となりホテルの入り口に集合し、記念撮影の後、松島市街地へ向けてバスに乗り込みます。
15：00
松島公園第一駐車場に到着です。 ツアーが始まってから４時間近くが経過し、お疲れの方もいらしたので、お土産屋さんを散策するグループ、
見晴らしのいい「松島博物館観瀾亭」で海を眺めながらお茶を楽しむグループ、バス内で休憩するグループに分かれました。 お買物チームは
それぞれが行きたいお店を訪ねます。 名物の牡蠣入りカレーパンを食べたり、お土産物を見たりしながら散策、買い物をして楽しみました。
松島観光桟橋レストハウス前に集合、お茶を楽しんだチームと合流し、最後の記念撮影の後、バスに乗車して最後の目的地に向かいます。

「松島博物館観瀾亭」ではお茶室でゆっくりと

松島観光桟橋レストハウス前で最後の集合写真

16：00
「西行戻しの松公園」に到着。 バスを降りて展望のポイントを目指します。 お疲れの方は数人のメンバーと、車中でくつろいでいただきました。
公園からは海に浮かぶ松島がよく見え、写真を撮ったり、松島の島々を眺めたりながら、しばし景観を楽しみました。 バスへ戻る途中、
皆の背中にあたる夕日で楽しいツアーも終わりに近づいている事を感じます。
全員がバスに戻り、女川町へ向けて出発です。 帰りのバスでは、座席のお隣同士、今日のツアーの感想などを話しながら余韻を楽しんで
いらっしゃる様子でした。 バスが女川町に近づき、バス車内進行係から挨拶の後、桜井自治会長から挨拶をいただきました。
最後にお配りしていた自治会の活動に関するアンケートを回収、バスは針浜仮設住宅に到着です。

西行戻しの松公園で最後の楽しいひと時を．．．

お天気にも恵まれ、松島湾を一望することができました

17：25
針浜地区仮設住宅に無事に到着。 バスを降りたらメンバー全員でご挨拶をさせていただき、お別れの時間です。 介助が必要な方にはペアの
メンバーが付き添い、お家までお見送りします。 一日、安全運転をしていただいた黄金バスの運転手さんにもご挨拶し、バスをお見送り、
メンバーも車に乗り込みました。 「ここではね、お客様の姿が見えなくなるまで手を振るのよ。 だから気にしないで私たちに見送らせてね」と
おっしゃって、手を振ってくださいました。 メンバーは車の窓を開けて見送りの方に手を振り、針浜地区仮設住宅を後にしました。
おながわ秋刀魚収獲祭2014 前夜祭
18：50
宿泊先の華夕美さんでお夕飯をいただいた後、「マルキチ阿部商店」の阿部さんのお誘いで、女川湾に面した工場の敷地で、花火を見学させて
いただきました。 震災により工場が流され、仮工場で生産を続けられてきましたが、この８月に工場を再建されました。 真新しい工場を背に、
花火を見つめる阿部さんのお姿は、鎮魂と復興の思いが込めて打ち上げられる花火の美しさ、迫力とともに、私たちの心に焼き付けられました。
2014年9月21日（日）
おながわ秋刀魚収獲祭2014
9：30
「蒲鉾本舗 髙政」さんの「万石の里」や「マリンパル女川」でお土産を購入した後、地域医療センターの高台にある「東日本大震災慰霊碑」で
お参りをし、敷地内に新しく設置された「命の石碑」を見学してからの会場入りとなりました。 「命の石碑」とは、女川町の中学生たちが考えた 、
町の各所に津波が襲って来た高さの地点に石碑を建て、後世に伝えようというプロジェクトです。
お天気にも恵まれ、秋晴れの空の下、「おながわ秋刀魚収獲祭2014」が始まりました。 開会宣言後、小学生による鼓笛隊、太鼓の演奏に
ダンスと、楽しいステージが続きます。
12：30
「いとしのエリーズ」さんの「宮城女川町ライブ バスツアー」の方々も会場に到着、同行していた白金支部のメンバー２名とも合流です。
この日に向けてリハーサルや打ち合わせを重ね、女川町の皆さんへ想いを届けたいと準備をしてくださった「いとしのエリーズ」さんのステージを
沢山の方々に楽しんでいただきたく、用意されてきたメッセージ入りのうちわを会場で配布します。 快晴の女川町、汗ばむ陽気に、皆さん
喜んで受け取ってくださいました。

地域医療センター前に建てられた命の石碑

お祭り会場は早くもたくさんの人と、秋刀魚の煙で活気が

秋刀魚収獲祭名物、焼き秋刀魚

14:50
いよいよ「いとしのエリーズ」さんの演奏が始まりました！曲が始まると、会場全体で配布したうちわがゆれます。 そして演奏が進んでくると、
次第にステージを見つめる方々もゆれていきます。 最後は、サザンオールスターズの名曲「ホテルパシフィック」です。 私たちも最前列で踊り、
最高の盛り上がりの中、「いとしのエリーズ」さんのステージが終了しました。 そしていよいよフィナーレを迎え、女川中学校の生徒さん達による
「さんまＤＥサンバ」で、盛り上がりは最高潮！全員でサンバを踊り「おながわ秋刀魚収獲祭2014」は無事に幕を閉じました。
16：45
「いとしのエリーズ」さんの「宮城女川町ライブ バスツアー」のバスの出発をお見送りし、我々も帰路につきます。 女川の方々にご挨拶をして
車に乗り込み、出発です。 また来るね、そう心に誓いながら、女川町を後にしました。

ダンサーの踊りが華やか！

会場で配ったうちわで
皆さん応援してくれていました

いとしのエリーズの方々とファンの方々をお見送り

当日は、約38,000人もの方が会場を訪れたそうです。 秋刀魚の炭火焼き6000尾、女川汁（秋刀魚すり身汁）は4000杯、生秋刀魚格安販売は
1000ケース、用意された物は全て完売、完食だったそうです。 来年はＪＲ石巻線の終着駅、「女川駅」が再開、新しく生まれ変わる女川町を
訪ねにさらに多くの方々が足を運ぶお祭りになることと思います。

３. 活動を終えて
東京に戻ってきてしばらく経った今でも、この日帰りバスツアーに参加された皆さんのキラキラした笑顔が昨日のことのように思い出されます。
お買い物を楽しんだ方、「おかせい」さんのお弁当を楽しんだ方、温泉を楽しまれた方、たくさんの方々と一緒だったからこそ、楽しんでいただけた
のではないでしょうか。 ツアーの終わりに書いていただいたアンケートでは、自治会の催し物をいつもみなさんが楽しみにしていらっしゃる事、
開かれた集会所で仮設住宅にお住まいの方同士、もっと頻繁に交流を持ちたいという声が多く聞かれました。 皆さんの望んでいらっしゃることが、
ちょっとしたお隣同士の交流であり、地域のお付き合いであることを実感いたしました。
「女川駅」が、いよいよ来年３月に再開となります。 駅を中心とした造成は急ピッチで進められており、災害公営住宅のの建設もこれから
どんどん進んでくることと思います。 それでも入居までに早い方で１年、大半の方々はまだあと数年を要すること、現在の仮設住宅での生活が
もうしばらく続きます。 この度の日帰りツアーをきっかけに、これから針浜地区仮設住宅の自治会が、住民の皆さんの交流のさらなる礎になって
いくことを切に願います。

４. 今後の予定
◆みなと区民まつり2014
「 女川の味覚に会いにきてけらいん♪」
毎年20万人を超える人出で賑う東京港区の「みなと区民まつり」に、今年も女川町観光協会さんと共催で出店、女川町の美味しい物産品を
販売します。 「蒲鉾本舗 髙政」さんの定番の笹かま、あげかま、ぷちあげに、季節限定商品のかまぼこをお買い求めいただけます。
「マルキチ阿部商店」さんからは、お馴染みのリアスの詩（三陸産の昆布をつかって職人さんが一本一本丁寧につくられた秋刀魚の昆布巻き）
の他、多数の商品を販売いたします。
そして、白金支部プレゼンツのスペシャル女川汁を限定販売します。 旬のさんまをまるごと使ったさんまのすり身汁に、女川産のホタテの
旨みをプラス、海の幸がギュッと入った濃厚な味わいです。 プリプリのホタテがまるごと入って、食べごたえのある一杯に！
ホタテ好きにはたまらない、ホタテダブルの特別メニューもご用意します。 皆様のお越しをお待ちしております。
【日付】

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

【場所】

みなと区民まつり ふるさと物産展（港区役所エリア）

【最寄】

都営三田線 御成門駅 Ａ２出口 芝公園駅 Ａ５出口
都営浅草線 都営大江戸線 大門駅 A６出口

【内容】

・女川町 蒲鉾本舗 髙政より蒲鉾各種、ほか
・女川町 マルキチ阿部商店よりリアスの詩(昆布巻き各種)、ほか
・スペシャル女川汁（さんまのすり身汁にホタテがまるごと入ってます！）※限定販売！
・さんまの付箋紙

５. 補足事項
(1) 参加者 (敬称略/順不同)
◆針浜地区仮設住宅 日帰りバスツアー
平林 真百合

後藤 奈津子

瓜田 創

三上 加寿子

平井 智子

府川 めぐみ

千脇 美登利

野口 砂絵子

藤原 朗

石垣 健

小幡 真理子

伊丹 俊彦

太田 洋子

稲吉 華那

矢本 貴俊

黒川 涼香

牧野 卓

相原 朋子

工藤 史大
◆いとしのエリーズ 宮城女川町ＬＩＶＥバスツアー
加藤 準一

川端 陽子

(2) 後方支援者 (敬称略/順不同)
安部 由美
(3) 支援金寄付 (敬称略/順不同)
鈴木 康之

鈴木 美世子

(4) 現地受け入れ先
宮城県女川町社会福祉協議会 矢竹 拓様
(4) 共催
宮城県女川町針浜地区仮設住宅自治会
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１０月３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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