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頑張ろう日本！

頑張ろう東北！

平成２９年９月１０日（日）

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ます。
また、被災された地域の完全なる復興と、更なるご発展を心からお祈り申し上げます。

１. はじめに
まちづくりが進む女川町では、今年3月の「女川町復幸祭」開催時に続いて、5月のゴールデンウィーク期間中も、県内外からの多くの
観光客で大変な賑わいとなりました。 石巻から女川へと続く女川街道はたくさんの車で渋滞し、駅前のプロムナード「シーパルピア女川」は
大変多くの人が行き交い、飲食店は行列ができたそうです。
女川町の商業エリアは外からの人で賑わいをみせるようになり、女川町の方々の生活の再建も進んできているようです。
宅地の工事が進み、今年の春ごろから災害公営住宅や、再建された住宅に移り住まれる方々も増えてきているという嬉しいニュースも
聞かれます。
復興、そして更なる発展へと前に進む女川町を、より多くの方々に知っていただく機会にしたいという思いから、今年も東京の２つの
夏祭りで女川町のPRのお手伝いをさせていただきました。

２. 活動報告
（1）概要
a)

四の橋夏まつり
（日 時）

2017年8月 6日（土） 15：00～21：00

（会 場）

港区白金/四の橋商店街

2017年8月 7日（日） 15：00～21：00

b)

麻布十番商店街 納涼祭
（日 時）

2017年8月27日（土） 15：00～21：00

（会 場）

港区麻布十番商店街

2017年8月28日（日） 15：00～21：00

（2）出店の構成
a)

四の橋夏まつり

◆ 女川産さんま炭火焼き ： 販売目標 各日 330尾
◆ 女川産ホタテ炭火焼 ： 販売目標 各日 280枚
◆ 生ビール２種 ： 販売目標 各日 130杯

計 660尾
計 560枚

計 260杯

アサヒスーパードライ・女川ホップペール
◆女川産海鮮串焼き各種：販売目標 各日 120串 計 240串
天然物高級あなご串・珍味ホヤ串・銀鮭串
b)

麻布十番商店街 納涼祭

◆ 女川産海鮮串焼き各種：販売目標 各日 247串 計 494串
大粒ほたて串・天然物高級あなご串・珍味ホヤ串・銀鮭串
◆ 女川ホップペールビール ： 販売目標 各日 100杯
◆ マルキチ阿部商店「三陸えびロングポテト」
◆ Bar OWL「ほやきそば」
◆「蒲鉾本舗 高政」蒲鉾各種

計 200杯

（4）活動レポート
本年度の事業計画がきまったのが4月、今年も2つの夏まつりへの出店を女川町側と連携を図りながら進めることになりました。
毎年、試行錯誤の中での出店ですが、今年の「四の橋夏まつり」では物産販売は行わず、年間を通して唯一炭を使える催事である
ことから、炭火焼に重点を置きつつ、2種類のビールと女川の新鮮な海の幸を使った海鮮串焼きの提供という新しい試みを行いました。
そして「麻布十番商店街納涼まつり」では、昨年の「みなと区民まつり」で大好況でした、女川駅前のBar OWLさんの「ほやきそば」の
出店も決まり、今年から2ブースまでという制限の中、白金支部の出し物と配置に関して幹事会で話し合いを重ねながら、出店計画を
進めてまいりました。
8月4日（金） 四の橋夏まつり 前日準備
例年お世話になっております、白金支部地元の協力者である橋本様のご厚意で、今年も集会場をお借りすることができました。 そして、
近隣の後方支援の方々が集まってくださり、海鮮串焼きの準備です。 手際よく串打ちを進めてくださいました。 そして各所から集めた
道具は、翌日に備えて整理しながらお借りした駐車場のスペースに置かせていただきました。
夜8時からは仕事の都合がついたスタッフが集まり、商店街のターフの設置などのお手伝いをさせていただきました。
8月5日（土）四の橋夏まつり １日目
「四の橋夏まつり」初日を迎えました。 今年からは、12時半より商店街が通行止めとなり、お昼過ぎから早々に設営、幟の取り付けを
行いました。 そして、今年も横浜市場の支援グループ「愛と勇気とさんま実行委員会」様に、秋刀魚と焼き台のドラム缶をご用立て
いただきました。 販売開始1時間前には炭の火入れを行い、順調に準備を進めていると「今年も秋刀魚を楽しみにしていたよ」と、
声をかけてくださるお客様がいらっしゃいました。 こういったお声は、積み重ねてきた出店の実績が地元の皆様に浸透して
きていることを実感します。

参加スタッフは、女川を連想するホタテや秋刀魚のキラキラボディーシールを貼って、さらにブースを華やかに盛り上げます！
無事に1日目の販売がスタート、お客様の反応が気になっていた、海鮮串焼きシリーズの注文が順調にはいりました。 苦手という方が
多いと聞きますが、珍しい！と買ってくだるホヤの串焼きは、数量限定だったことも手伝い、夜を待たずに完売の勢いです。 そして
ピリッとくるコショウがアクセントの銀鮭串焼きも、ジューシーで美味しいと、リピートいただくお客様がいらっしゃいました。
炭火焼は少し涼しくなってから焼き待ちをしていただける方が多くなり、秋刀魚、帆立を求める方々で、長い列となりました。
午後8時すぎには、1日目の食材はすべて完売することができました。 遅めの時間にブースを訪れてくださったお客様には、是非、
翌日も足を運んでいただけるようにお願いをして、撤収となりました。
8月6日（日）四の橋夏まつり ２日目
2日目もお天気にめぐまれ、日の高い時間帯は、海鮮串焼きとビールを中心に呼び込みをしました。 今年は、スーパードライの
生ビールと、「仙南シンケンファクトリー」と女川町のビアバー「ガル屋」が共同で開発したクラフトビール「女川ホップペール」の2種類を
同時に販売しています。 「普通の生ビールと、流行のクラフトビール、女川ホップペールがありますが…」とご説明すると、
せっかくなのでと、「女川ホップペール」をご注文してくださる方が大変多くいらっしゃいました。 そしてフルーティーで飲みやすかった、

美味しかったと、好評をいただきました！
ピークの時間帯には、前日と同様に長い列となり、お待ちいただく方々にお詫びしながら、ビールをお勧めしたり、先にお伺いした
ご注文を記入した伝票をお渡しし、スムーズなお会計を試みたことが功を奏し、ストレスなくお待ちいただけたようでした。
1日目に前倒しで販売していたこともあり、串焼きは早々に完売、秋刀魚。帆立の炭火焼も、行列が途切れることなく売り切ることが
できました。

四の橋夏まつり２０１７

8月25日（金）麻布十番商店街納涼まつり 前日準備
四の橋夏まつりに続いて、橋本様のご協力のもと、お借りしたスペースで仕込みを行います。 メインの海鮮串焼きは仕込みが大変に
なりましたが、後方支援の方々のご協力で、順調に完了いたしました。 初日は生憎の雨の予報、雨具やブルーシートの準備もしました。
8月26日（土） 麻布十番商店街納涼まつり １日目
お昼前にはスタッフ数名が白金に集まり、通行止めとなる14時までに搬入できるよう準備を進めました。 そして14時、いざ設営と
なったところで、ぱらつきながらもなんとかもっていた空から、本格的に雨が降り始めました。 ターフを立て、ブルーシートを組み合わせ、
雨よけの対策を急ぎ行いました。 雨があがることを祈りつつ準備を進めると、販売開始時間には雨があがり、ポップの取り付けも完了、
無事にスタートすることができました。
見た目にもインパクトのあるマルキチ阿部商店さんの「三陸えびロングポテト」は、開始から注文が殺到、今年から2台に増やした
フライヤーはフル回転となりました。 歩きながら食べられる海鮮串焼きも、早くから足をとめて買ってくださる方が多くいらっしゃいました。
「ほやきそば」は、お祭りがピークとなる18時頃から販売数が伸び、女川からいらしたBar OWLのご主人、高橋圭介さんが、豪快に
鉄板の上でやきそばを焼き上げていきます。 ホヤの出汁とガーリックの焼ける香りにつれられて、さらに「ほやきそば」を買い求める
お客様が増えていきました。
物産販売エリアでは、今年も浴衣をきた女川応援団ガールズが蒲鉾を手に呼び込みを行い、その場でも食べられる笹かま、ぷちあげ
などを中心にお勧めします。 スタート時の雨もあり、客足が心配されましたが、なんとか初日は盛況のうちに終了することができました。
懇親会 大門ホルモン焼き夏冬にて
一日目終了後、「蒲鉾本舗 高政」の高橋正樹さん、「マルキチ阿部商店」の阿部淳さん、そして「Bar OWL」の高橋圭介さんを交え、
参加スタッフとの懇親会を行いました。 中盤では、高橋圭介さんが、去る6月3日に永眠されました女川町観光協会の鈴木敬幸さんを
偲ぶ歌をギターの弾き語りで披露してくださいました。
震災後、壊滅状態であった女川町の復興が話し合われたとき、町を牽引する立場であった商工会会長を勤められていた高橋正典さん、
そして鈴木敬幸さんは「還暦以上は口をだすな」と語り、若い世代の方々を後押ししながらも、皆さんの心のよりどころとして支えて
きたそうです。 白金支部も大変お世話になりました。 他にもお人柄が偲ばれるエピソードをたくさんお伺いさせていただきました。
たくさんの方々に慕われていた鈴木敬幸さんを偲ぶ歌は、圭介さんの歌声とともに、その夜、私たちの心に深くしみこみました。

麻布十番商店街納涼まつり２０１７ １日目
8月27日（日） 麻布十番商店街納涼まつり ２日目
前日の経験から、不足していた照明や、増設する作業テーブル他、追加の設営道具を急遽用意しました。 この日はお天気も良く、
より多くの来場者が期待された為、たくさんの方々に女川町のブースのアピールをできるよう、幟やポップも増やすことにしました。
同じく14時からの設営でしたが、なんとか販売開始には形になり、呼び込みのスタートです。 2台のフライヤー用のレンタルしていた
ガスボンベの分配器の配送に誤りがあり、フライヤーが1台しか稼動せずお客様をお待たせするアクシデントもありましたが、4時半には
2台目も稼動、海鮮串焼き、ほやきそばも含め、順調に売れ行きがのびていきます。
昨年は貝焼きにこだわり、帆立は貝ごと鉄板焼きで販売しましたが、ことしは海鮮串焼きの一つとして、たれを付けてジューシーに
串焼きで提供しました。 大粒な帆立は見栄えもよいですが、女川産の帆立は本当に甘みがあり、美味しかったとお声がけをいただき
ました。
7時をまわったころには、お子さんにも大人にも大人気でした三陸えびロングポテトは早々に売り切れ、海鮮串焼きも数量限定だった、
ホヤや銀鮭に続いて、帆立、穴子も完売、食事の時間になったこともり、ほやきそばも飛ぶように売れて完売となりました。
最後の物産品もお客様の手に渡り、女川町のブースは終了時間前に無事に閉店となりました。
以上をもちまして、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
2013年の夏の初出店以来、「四の橋夏まつり」、「麻布十番商店街納涼まつり」への出店は５回目となりました。 東日本大震災により
大変な打撃をうけた、女川町の基幹産業である水産業の復興のお手伝いを、ほんの僅かではありますが、お手伝いさせていただき
たいと考え、物産販売品のご紹介、女川の名物でもある秋刀魚の炭火焼の販売を中心にスタートし、試行錯誤を重ねながら、出店させて
いただいてまいりました。 出店にあたっての活動を女川町のPRの一環としていただき、毎回、女川町観光協会様に多大なお力添えを
いただいておりました。
催事への出店のみならず、女川町内での支援活動当初から大変お世話になってまいりました、女川町観光協会の会長、鈴木敬幸様の
このたびの訃報は私どもにとっても、とても残念なお知らせであり、大きな悲しみでありました。
鈴木典幸様のご冥福をお祈りするとともに、これからも女川町の復興、更なる発展を見届け、応援しつつ、僅かながらではありますが、
引き続き関わらせていただけたらと思いをあらたにいたしました。
コラボ出店させていただきました、女川町観光協会をはじめ、蒲鉾本舗高政の高橋正樹様、マルキチ阿部商店の阿部淳様、
Bar OWLの高橋圭介様、スタッフとしてご参加いただきまして皆様、そして、ご来場いただきましたお客様、本当にありがとうございました。

麻布十番商店街納涼まつり２０１７ ２日目

４. 今後の活動
◆みなと区民まつり 2017
【日程】
【場所】

10月8日（土）

11:00～17:00

10月9日（日）

10:00～16:00

港区芝公園1丁目5番25号付近
ふるさと物産展エリア
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

【活動内容】
今年も女川のソウルフード、さんますり身汁「女川汁」をはじめ、夏まつりで好評でした海鮮串焼きシリーズをお届けします。
Bar OWLさんからは昨年に続いて「ほやきそば」を出品いただき、女川町のクラフトビール、女川ホップペールとともにお楽しみ
いただきたいと思います。
物産販売エリアでは、女川町の蒲鉾の名店 「蒲鉾本舗 高政」さんの絶品蒲鉾各種、季節限定のぷちあげ蒲鉾などの販売、
「マルキチ阿部商店」さんからは、昆布巻きの最高峰「リアスの詩」や、女川の海と太陽の恩恵をうけた絶品小女子、塩蔵わかめなど、
他多数の物産販売をいたします。 皆様のお越しをお待ちしております。

５. 補足事項
（1） 参加者 (敬称略/順不同)
a)

四の橋夏まつり
安部 由美

後藤 奈津子

瓜田 創

蜜口 真人

平井 智子

野口 砂絵子

古家 正暢

末石 義史

岩立 文香

中村 亮士

稲吉 華那

黒川 涼香

日下部 真莉

元田 奈緒

山田 千尋

有井 樹理

井上 ゆきひろ

高橋 成治

小幡 真理子

三上 加寿子

小林 伸行

藤原 朗

川口 隆

近藤 尚之

川端 陽子

工藤 史大

a)

麻布十番商店街 納涼祭
後藤 奈津子

野口 砂絵子

瓜田 創

蜜口 真人

末石 義史

長南 美樹

岩立 文香

古家 正暢

田中 智子

平林 春樹

三谷 嗣郎

田中 智子

井上 ゆきひろ

小幡 真理子

三上 加寿子

藤原 朗

川端 陽子

工藤 史大

（2） 後方支援者 (敬称略/順不同)
(故)橋本 翔二

橋本 直

橋本 渉

石川 重美

石川 篤史

川口 隆

小澤 徹

小澤 雅志

加藤 豊

近藤 尚之

若本 智子

藤川 芳恵

石垣 健
（3） 支援物資提供 (敬称略/順不同)
大門ホルモン焼 夏冬
（5） 協 力 (敬称略/順不同)
女川町観光協会

蒲鉾本舗 高政

マルキチ阿部商店

Bar OWL

愛と勇気とさんま実行委員会
（9） 主催元
港区 白金/四の橋商店街 （四の橋夏まつり）
港区 麻布十番商店街 （麻布十番商店街納涼まつり）

弊会の活動は、皆様のご理解、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。
私たちは、これからも女川町を継続して応援させていただきます。 今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。

平成２９年９月１０日
東北応援団 白金支部
工藤 史大
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