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東北応援団　白金支部

頑張ろう日本！  頑張ろう東北！ 

いとしのエリーズ 宮城女川町ライブ 
バスツアーレポート 

2014.9.20～ 2014.9.21 
 

(宮城県牡鹿郡女川町・石巻市 各所) 



１. はじめに

東日本大震災から3年半。津波で大きな被害をこうむった女川町も、災害公営住宅が今年の3月に完成、同月末には入居が

開始され、来年の女川駅再開を目指して中心地のかさ上げ工事、護岸工事も急ピッチで進められているなど、町の再建に向けた

取り組みは一歩一歩進んでいます。

その復興のさなかにある女川町で、震災後4回目を迎える「おながわ秋刀魚収獲祭2014」が9月21日(日)に開催され、その収獲祭

にて弊会とも縁のあるバンド、「いとしのエリーズ」さんが出演されることとなりました。いとしのエリーズはサザンオールスターズの

トリビュートバンドでボーカルの兼近(かねちか)さんを中心に2005年より活動されています。2013年5月25日に弊会主催で開催した

「第3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”」にご出演いただき、コンサートのトリを飾っていただきました。

おながわ秋刀魚収獲祭2014の実行委員である蒲鉾本舗髙政の高橋正樹さんが、今年の収獲祭でのライブの出演をオファーされ、

いとしのエリーズ初の宮城県女川町でのライブが実現する運びとなったのです。

今回は、そのような縁で実現した女川町での、いとしのエリーズのライブをサポートし、また多くのエリーズファンに女川町の魅力

を知っていただくために、いとしのエリーズと弊会で協力し、ファンの皆様と一緒に女川町を訪問する「宮城女川町ライブ バスツアー」

を企画いたしました。

２. ツアー報告

(1) ツアー内容

A. 日程 9月20日(土) 8:40 出発 ～ 9月21日(日) 23:40 着

B. 訪問先 宮城県牡鹿郡女川町各所、石巻市

C. バスツアーの目的

・おながわ秋刀魚収獲祭2014に参加いただき、いとしのエリーズと共にライブを楽しみ盛り上げ、女川町を応援していただく。

D. ツアー詳細

1日目 9月20日(土)

東京・品川駅周辺(8:30集合、8:40出発) → (バスにて移動) → 車中(DVD上映、女川町と支援活動の紹介)

→ 女川町きぼうのかね商店街(散策、買い物) → 町内巡り(語り部同乗) → 石巻グランドホテル(18:15チェックイン) 

→ 懇親会(18:30-21:30) → 自由時間

2日目 9月21日(日)

起床、朝食(各自) → 石巻グランドホテル出発(チェックアウト9:00) → 石巻まちなか復興マルシェ(買い物)

→ 蒲鉾本舗 髙政 万石の里(工場見学、買い物) → おながわ秋刀魚収獲祭2014会場(散策、買い物、エリーズライブ)

→ 埼玉・大宮駅周辺(22:40頃着、一部解散) → 東京・品川駅周辺(23:40頃着、解散)

(2) ツアーレポート

9月20日(土)

8:30 集合

品川駅高輪口の近くに集合します。8:30集合の予定ですが、8:00を過ぎたあたりから続々と人が集まり始めます。

エリーズメンバーは楽器などの大きな荷物をトラックに積み込みます。今回エリーズの強力なサポーターが２ｔトラックを

レンタルしてくださり、たった一人で運転して同行くださいました。こうしてたくさんの人の強力なサポートのおかげで実現されて

いる事を改めて実感させられます。

いとしのエリーズ 宮城女川町ライブ バスツアーレポート

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。



　　　　　　　　　8時過ぎに続々と集合します 　　　　　　　　　　いとしのエリーズご一行様

8:40 出発

エリーズメンバー、スタッフ、参加者の全員が集合時間に余裕をもって集合し、全員が乗り込んだバスは予定通り8:40に品川を

出発します。今回のツアーバスの乗務員は「東京シティ観光」の小笠原さんと荻原さんです。小笠原さんは、2年前の女川町

支援活動、そして2013年6月の復興支援バスツアーでもお世話になりました。東北応援団 白金支部がバスで女川に行く際には

欠かせない存在となっています。

今回のライブバスツアー用にスペシャルなしおりをご用意しました。今回の訪れる先々の紹介、女川町・石巻のマップを載せた

しおりは、女川への親しみをもっていただき、ライブへの気持ちを盛り上げ、心に残るバスツアーにしてもらいたいという思いを

込めて制作しました。

エリーズの活動を表で裏でと支えるマネージャー、村上さんがバスツアーのしおり、女川のガイドなどの配布資料をエリーズ

メンバー、参加者に配ってくださいます。

車中も少し落ち着いた頃、早速、いとしのエリーズのボーカル、兼近さんから、ツアースタートのご挨拶をいただきます。

軽妙なトークで笑いに包まれ、今回のツアーが楽しいものになる予感が確信に変わっていきます。続いて、東北応援団 白金支部

の川端からご挨拶です。今回のツアーでのエリーズメンバーとファンの皆様のサポートを全力で務める事をお伝えします。

また、今回の女川町のライブ出演を依頼くださった、蒲鉾本舗 髙政の高橋正樹さんがメッセージをくださいました。「女川町民は

力強く立ち上がり、前に進んでます。慰問のオファーではありません。爆発的なパワーに触れて元気をシェアしたいんです。」

というメッセージに一同も翌日のライブへの想いが高まりました。

　　　　　　　　出発直後からハイテンション！ 　　　　スペシャルしおり

11:00 ドラマ「ラジオ」

エリーズメンバー、参加者それぞれ談笑しながら、あっという間に時間が過ぎていきます。大谷PAでの休憩後、「ラジオ」

を上映します。このドラマは2012年3月に放送された震災後の女川を舞台にしたドラマです。物語は震災後仮設住宅に住む

女子高校生が「女川さいがいFM」への参加を通して、少しずつ自分の将来に向かって前に進もうとしていく様子を描いています。

また、その中で被災地に対する偏見や、復興への葛藤なども描かれ、復興への道のりが決して平坦なものではない事を訴えて

います。各シーンで登場する女川町の舞台についての解説を交える事で、これから向かう女川町についてのイメージを膨らませ

ていただきました。



13:30 DVD「リアスの戦士イーガー外伝」

交通渋滞により女川町への到着が2時間ほど遅れそうなため、急遽「リアスの戦士イーガー外伝」のDVD放映を行いました。

「リアスの詩 さんま昆布巻き」の説明のシーンには思わず「おいしそー！」という歓声が上がり、図らずも女川町のオススメ商品を

アピールする事が出来ました。また、DVDでは女川町の楽しい様子が描かれているため女川町に親しみをもっていただく事が

できたようです。それぞれのシーンでは女川町の住人の方の紹介など解説を入れる事でより楽しんでいただきました。

14:30 国見サービスエリア

約2時間近く遅れて国見SAに到着しました。お弁当は去年の復興支援バスツアーに引き続き、牛タン弁当です。去年好評を

いただいたことから、普段は50個も作らないというところバスツアーのために特別に用意していただきました。渋滞ですっかり

遅い昼食となってしまいましたが、すっかりお腹を空かせた皆様においしく召し上がっていただきました。

16:00 石巻から女川町へ

バスは高速道路を抜け、石巻へと入っていきます。震災の年に白金支部が被災地に赴いた時の様子などを

それぞれの場所でお話していきます。また、ツアー参加者の中で震災後に支援で来られたことがある方も当時の様子をお話

くださいました。新しい家も建ち始めていますが、まだ多くの場所は更地として残っています。初めて来られた方は「ここに

家が建っていたんだ…」と広域にわたって津波で流された地域を、実際に目の当たりにされて驚かれていました。

バスはさらに進み、ついに女川町へ入ります。バスの進みに合わせて女川の各所をご紹介していきます。

JR石巻線浦宿駅。津波で運行が中断していましたが、去年の3月16日に浦宿駅まで運行するようになりました。

第一小学校。白金支部が最初に訪れ支援活動を行った場所です。今は校舎の一部で女川向学館という学習の場を開き、女川町の

小中学生に学習指導と心のケアを行なっています。

華夕美。いつも白金支部がお世話になっている宿です。

16:40 女川町きぼうのかね商店街 (仮設商店街)

きぼうのかね商店街に到着します。予定より2時間遅れの為、予定していた商店街でのお買い物は残念ながら出来ませんでした。

商店街をバックにツアー参加者全員で集合写真を撮ります。明日が晴れること約束してくれる綺麗な夕焼けと商店街をバックに

撮影しました。また、ツアー参加者の方へのお土産として女川町観光協会さんから「さんまのふせん」を購入します。今年の

8月1日に発売されたばかりの女川町観光協会オリジナルの可愛らしい付箋です。女川町でしか買う事が出来ない隠れた人気

アイテムとなっています。

　　　　　　　　　きぼうのかね商店街にて集合写真 　　　　　　　　語り部を引き受けてくださった矢竹さん

17:00 町内めぐり

女川町社会福祉協議会の矢竹さんに町内を案内していただきます。今回は秋刀魚収獲祭の前日という事で観光協会の

語り部の方々が準備に出ている為、本来は語り部ではないのですが、女川町を始めて訪れるツアーの皆さんに少しでも多く

女川を知っていただきたくお願いしましたところ、お忙しい中、快く引き受けてくださいました。

翌日の会場を横に見ながら女川港へ向かいます。横転した建物の一つとして今まで残されていた江島共済会館ですが、

これからの復興のまちづくりのために解体され撤去されることが決まっています。清水地区へ向かう道は瓦礫の仮置場として

両側とも瓦礫で一杯だったそうですが、今は撤去され、かさ上げ工事が始まっています。44万トンある瓦礫の内、10万トンを

東京都が受け入れたそうです。さらにバスは、野球場仮設住宅の横を走り、新しく建設された災害公営住宅を車中から臨みます。



災害公営住宅への入居は4月から始ったそうです。一軒家が多かった女川の方は集合住宅での生活には仮設住宅と同じく戸惑う

ところも多いそうですが、少しずつ新しい生活を受け入れられているとの事でした。商店街へ戻る途中では地域医療センターの

高台を経由します。「ラジオ」の舞台となった「女川さいがいFM」は、今は医療センターの横にコンテナを構えています。この高台に

ある医療センターの1階まで浸水したという話を聞いてエリーズメンバーと参加者は驚きを隠せませんでした。バスの中からでは

ありますが慰霊碑に手を合わせ、商店街へと戻ります。

　　　　　　　　　解体が決まっている江島共済会館 　　　　　　　　　　　造成が進んでいる清水地区

18:40 「とり文」懇親会

ホテルに荷物を降ろして一息ついたら、すぐに本日の懇親会会場の「とり文」へ向かいます。ツアー1日目の最後を飾る懇親会

の始まりです。東北から合流するファンもいらっしゃいます。

兼近さんの乾杯の音頭から始まり、白金支部メンバーの挨拶と続きます。ここでも髙政の高橋正樹さんよりメッセージを

いただき、日本酒「日高見」などの差し入れもいただきました。参加者の皆様で少しずつおいしく味わいながらいただきました。

新鮮な海の幸に舌鼓を打ちながら、話が弾みます。そんな中エリーズさんの懇親会では恒例のビンゴ大会が始まりました。

賞品はエリーズグッズ！ビーチサンダルなど中々手に入らないレアアイテムに会場は盛り上がります。そして、会場に備え付け

られていたカラオケ機器を使ってなんと急遽カラオケ大会が始まりました。明日の予習を兼ねて、サザンの曲を中心に、八神純子

さん、AKB48、金爆、プリプリ、ピンクレディー、葛城ユキなどバラエティーに富んだ曲に、歌あり踊りありで大盛り上がり。お店の

仲居さんもあまりのノリの良さに笑いを押さえられない様子でした。最後は「ホテルパシフィック」を皆で踊り、いやがおうにも翌日

のライブへの期待が高まる中、ツアー1日目は終了となりました。

　　　　　　　　　　　　兼近さんの音頭で乾杯！ 　　　　　　　　　海の幸満載のとり文の料理



　　 　　　　　　　　　　　　とり文にて集合写真

9月21日(日)

6:00 エリーズメンバー集合

エリーズメンバーはライブの準備のため収獲祭会場へ向かいます。朝食は時間の都合上、お弁当をご用意してバスの中で

食べていただきます。ツアーサポートの白金支部メンバーはここでお見送り。会場では前日より女川町入りして針浜地区復興支援

バスツアーを行った白金支部メンバーが準備のお手伝いをさせていだたきます。

9:00 参加者集合

参加者はメンバーより少し遅れて集合します。すでにライブに向けて仕込みもばっちりなファンの方と一緒に本日最初の観光

ポイントに向かいます。

9:30 石巻まちなか復興マルシェ

ホテルから歩いて10分程。石巻まちなか復興マルシェに到着。収獲祭当日の女川町は混雑が予想され、あまり多くの場所を

回ることが出来ないため、ここでの買い物が数少ないお土産購入ポイントとなります。ほとんどのお店は10時に開店の中、9時半

から開いている唯一のお土産屋さんで、皆様時間ぎりぎりまでお土産を吟味されていました。

　　 　　　　　　　　　　お土産屋の前でパチリ 　　　　「蒲鉾本舗 髙政 万石の里」にて集合写真

10:40 蒲鉾本舗 髙政 万石の里

石巻まちなか復興マルシェからバスに乗り込み再度女川町へ入ります。収獲祭会場でエリーズメンバーと合流したバスは、

蒲鉾本舗 髙政へ向かいます。朝から準備とリハーサルに追われていたエリーズメンバーの皆様にとっては唯一にして最大の

お土産購入ポイントにもなります。

ここではお土産購入の他に工場も見学させていただきました。工場の見学では髙政の歴史や蒲鉾の起源などのお話を伺います。

また、震災後に津波で助かった製造ラインをいち早く稼働させ蒲鉾を作り、避難所へ届けた話なども伺いました。震災後の

女川町での雇用創出にも力を入れておられ、震災前は100人だった従業員も、一時期は80人まで落ち込んだそうですが、今は

200名まで増えているとの事です。



12:00 おながわ秋刀魚収獲祭2014

ついにバスツアーのメインイベントの秋刀魚収獲祭会場に到着しました。会場の上には真っ青な空が広がっています。早速、会場に

乗り込んで秋刀魚と女川汁の列に並びます。ちょうどお昼時の会場は大混雑。秋刀魚も女川汁も長蛇の列を作っています。

それでも、100mはあろうかという秋刀魚の焼き台の列から次々と焼き上がる秋刀魚に、列はどんどん進みます。ようやくありつけた

秋刀魚は焼き立てで、まさに美味。女川汁も秋刀魚のつみれと豆腐、長ネギが入ったシンプルな汁が五臓六腑に沁み渡ります。

ここまで別行動だった白金支部メンバーとも合流。参加者と一緒にお祭りを楽しみます。そして楽しむだけでなく、ライブへ

向けた準備も着々と進めます。おながわ秋刀魚収獲祭2014特製のエリーズうちわをなんと3000本、収獲祭で無料配布する

ためにサポーターが用意してくださいました。女川をイメージしたライトブルーのうちわの柄に、エリーズのイメージカラーの

イエローの扇が映えます。エリーズが女川町を応援する想いと、女川をよろしく、という想いを込めて作られました。参加者の

皆様と白金支部メンバーで、お祭りを楽しんでいる方々に配って回ります。晴天で太陽がかんかんに照っている中、多くの方が

涼を求め喜んで受け取ってくださいました。また、秋刀魚の焼き手にもエリーズのうちわが渡り、焼き台にブルーの柄とイエロー

の扇が彩りをそえました。

　サイン入り特製うちわ 　　秋刀魚も長蛇の列！ 　　　　　　　　　焼き立ての秋刀魚に女川汁！

　　　　　　　　白金支部メンバーもうちわ配りに参加します

14:50 いとしのエリーズライブ！！

いよいよ待ちに待ったエリーズライブの時間です。野外ステージに集まるファンの皆様と白金支部メンバー。聞き馴染んだ

サザンのサウンドが会場を包み、お配りしたうちわが会場を揺らします。華やかな衣装に身を包んだダンサー達がステージを

所狭しと踊り、出だしから会場は一気に盛り上がります。ひとしきりなじみのナンバーが歌われた後、女川町への応援のメッセージを

込めて選曲されたナンバーが続きます。今年の9月に発売されたばかりの「東京VICTORY」、復興支援のために制作された

「Let's try again」、前向きな熱い気持ちがこみあげてくる「希望の轍」と続き、会場の盛り上がりも最高潮に達します。そしてラストの

一曲は「ホテルパシフィック」。実はこの日のために白金支部メンバーもダンスの練習を重ねてきています。ファンの皆様と

一緒にステージの前に出ていき最後の一曲を一緒に思いきり楽しみます。こうして50分のステージ、最初から最後まで全力の

エリーズライブが幕を閉じました。

エリーズライブの余韻も冷めやらぬまま、野外ステージではフィナーレの「サンマ de サンバ」を会場のみんなで踊ります。

女川町の皆様、エリーズのダンサー達、秋刀魚焼き会場に訪れているボランティアの方々、会場にいる全員が一緒になって

「サンマ de サンバ」を踊り、興奮の内におながわ秋刀魚収獲祭2014は幕を閉じました。



　青空のもとダンサーたちの軽やかなダンスがステージを彩ります 　　　　　　　　　　　　　　　ダンサー勢揃い！

　　　 　　　　　　　　　会場最前列で応援するファン達 　　　　　　　　ホテルパシフィックをみんなで踊ります

　　　　最後のホテルパシフィックをみんなと踊るダンサーたち 　　　　　フィナーレは会場のみんなで「サンマ de サンバ」！

16:30 帰路

名残惜しくはありますが、女川町を離れる時間となりました。エリーズメンバーは大急ぎで撤収作業を行い、時間通りに東京へ

向けてバスが出発します。帰りも事故渋滞に巻き込まれてしまい、品川への到着が大幅に遅れる事になってしまいましたが、

兼近さん、村上さんが機転を利かせて下さり、参加者の方の便宜を図り大宮駅で途中停車する事で、なんとか皆様に無事に

帰路についていただきました。

３. ツアーを終えて

震災後より女川町の支援活動を続けている弊会ですが、支援を通じた縁により、いとしのエリーズさんとバスツアーを企画し、

エリーズメンバー、スタッフとファンの方々と一緒に女川町を訪れる事になりました。

始めて訪れた方の一人は、震災から3年半経ったとはいえ、まだいたるところにその爪痕の残る様子を目の当たりにして、苦しかった

と言われました。また、震災後、石巻や女川町に訪れたことがある方や、別の被災地に居を構えていらっしゃった方は、当時の

事を思い出すと同時に、まだ震災は終わっていない、という複雑な思いを話されていました。参加者の方それぞれが様々な事を

感じられたツアーになったようです。



一泊二日の短い旅程でしたが、ツアーを通して参加者の皆様に女川町のファンになっていただく、また女川町に来たいと思って

いただくために、ツアーを企画して皆様の旅のお手伝いをさせていただきましたが、ツアー参加者の多くから、また女川町に

訪れたい、女川町のファンになった、とおっしゃっていただき、少しは目的を達成する事が出来たのではないかと思います。

しかし、その女川町の魅力の一番の源はやはり女川に住む人達だと、収獲祭で女川の人達に再会し改めて感じさせられました。

「力強く立ち上がり、前に進んでいるんです。 爆発的なパワーに触れて元気をシェアしたいんです。」という高橋正樹さんの

メッセージを胸に、私たちもエリーズファンの皆様と一緒にエリーズのライブを盛り上げ、収獲祭を楽しみましたが、その収獲祭を

作り上げてきた女川町の人たちのエネルギーに圧倒され、またパワーをもらった気がしています。そのパワーを源にして、今後も

女川町のファンを増やしていくために出来る事を実施していきたいと、気持ちを新たにする2日間となりました。

４. 今後の活動

◆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 髙政」さんの

おなじみの蒲鉾や「マルキチ阿部商店」さんの秋刀魚の昆布巻き「リアスの詩」、他多数の物産販売を行います。

また、実演販売では、「スペシャル女川汁」の販売も行います。

５. 補足事項

(1) スタッフ参加者 (敬称略/順不同)

加藤 準一 川端 陽子

(2) 後方支援者 (敬称略/順不同)

工藤 史大

(3) ご協力 (敬称略/順不同)

おながわ秋刀魚収獲祭2014実行委員会 蒲鉾本舗 髙政 女川町観光協会 矢竹 拓

(4) 企画

いとしのエリーズ

(5) 主催

東北応援団 白金支部

　 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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