女川町 支援活動レポート
2011.9.2 〜 2011.9.4

(宮城県牡鹿郡女川町 各所にて)

頑張ろう日本！

頑張ろう東北！

平成２３年９月１０日（土）
東北被災地応援団 白金支部

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、
被災された皆様に対し心からお見舞い申し上げます。

被災地の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
今回の女川町支援活動は、８月に再訪した際の情報をもとに活動計画をたてました。
避難所から仮設住宅への移行時期でもあり、多くの女川町民は先行きに不安を抱えながらも新しい環境での生活へと進んでいます。
仮設住宅での生活に移行しますと、自活が基本となりますので、行政からの食事の支援がなくなります。収入がなくとも生活費は自分達で
賄わなければなりません。
未曾有の大震災ですので、未だ心の傷を癒せない方が多いなか、知らない人同士が隣合わせでの生活が始まっています。
そんな現状を私達の周りに伝えることで、少しでも多くの方に継続的な支援を実施していただける環境作りと、被災地の皆様の笑顔を
取り戻すことが出来るよう活動していく所存です。

２. 現在の女川町について
震災より半年、女川町や町民にもだいぶ変化がありました。
町の見た目は、多くの被災した建物や瓦礫 （元々は町民の大事な家や家財道具・生活用品の為、軽々しくよそ者が一緒くたに 瓦礫
という言葉を嫌う被災者もいます）が、女川街道沿いを中心に撤去され、建物の土台だけが残り、いたる所に草が生えています。
町の中心部がほぼ全壊したため、堀切を過ぎた辺りから女川港までが見通せるようになりました。

９月末期限で全避難所が閉鎖されます。 仮設住宅への移行も進み、当初は１６箇所ありました避難所も統廃合され、残すところ
「総合体育館」「第一小学校」の２箇所となりました。

３月１１日以前まで約10000人いた町民は、震災時に死者・行方不明者が約1000人、町外への避難者が約3000人、現在も女川町内や
隣接している石巻市での雇用がない為、人口流出が止まらない状況です。
若い世代の多くは、雇用がない先行きの不安を理由に町を離れています。

町役場での臨時職員募集、コンテナ村商店街のオープン、コンビニの開店など少しの雇用促進材料はありますが、主産業の漁業や
水産加工会社の復活は立ち遅れたままで、多くの町民は無職です。
新たにネットを使った小物の販売などの取り組みもボランティア団体を通じて始まっていますが、大きな雇用促進にはならない為、
漁業関係の復活を待たれるかたが多くいます。
そんな中、女川町内で唯一残りました企業 蒲鉾 高政 さんは、新工場を敷地内に設立しました。 生産体制を通常の４倍まで増やし、
女川町復興計画のリーダーシップを担うべく、自社での雇用拡大に動かれています。
また漁業関係の青年部に対し、事業立ち上げの際には、全面的にサポートすることを、自社内のホームページにて発表してます。
雇用の創出に関しては、人口減少の歯止めをかけるべく、行政・民間ともに注力して取り組み始めていますが課題は山積みです。

３. 活動報告
今回現地入りしたのは、新たなメンバーを加え、関東 （東京、神奈川） より１３名。
後方支援部隊として、事前準備 ・ 当日の仕込み ・ 荷物の積み込みを担当したのは１１名、出発準備の場所提供を地元町内会の
尚礼会さん、物資輸送トラックの提供を京和木材さんよりいただき、総勢２６名のチーム。
訪問したのは、宮城県牡鹿郡女川町の避難所 「第１小学校 60名」、仮設住宅 「第１小学校仮設 57世帯」 「清水地区仮設 144世帯」
「針浜地区仮設 40世帯」、在宅避難者 「石浜地区 12世帯」の計５箇所を、３チームに分けて活動。
現地で必要とされている物資や、生活の様子などを事前調査し、被災地とのニーズがマッチングするよう心掛けた。

また応援団メンバーは、炊出し・支援物資・支援食材は、あくまできっかけとし、心に傷を負っている被災者の方々と話をしたり、

遊んだり、お茶を飲んだり、少しでも「一緒に笑顔になれる時間の共有」を意識した。
以下、活動内容について報告します。
(１) 準備期間、炊き出しメニュー ・ 支援物資
Ａ. 準備期間 ： 2011/7/24 〜 2011/9/1
Ｂ. 炊き出しメニュー
・ 陽子の激旨肉野菜うどん

200 食分

・ かき揚げ天

100 食分

・ ゴージャス浅漬け

300 食分

Ｃ. 支援物資 （青空市場）
■食品関係
・ 生野菜セット （人参、玉葱、ジャガイモ）

253 食分

・ お米 （５合袋）

253 食分

・ 調味料、レトルト食品、カップラーメン、袋入りラーメン、ほか
■日常品
・洗濯用液体洗剤

200 本

・マスク

4000 枚

■依頼品
・ 扇風機、電気ポット、自転車、オムツ （M/L/BIG）、除湿剤、アイス
(２) 活動レポート
２０１１年９月２日（金）
台風１２号の影響により、前日より雨風が心配される中、日中より後方支援の方々により、炊出しの材料・道具類の準備が行われた。
総配食数３メニュー合計６００食分。
現地入りメンバー全員が平日の日中は勤務のため、実はこの後方支援部隊 （地元の主婦の方々）の活躍なくしては、成り立たない
のが事実である。
車輌は、食材・物資の物量が多いため、今回よりトラック１台を投入し、計４台。
18：00より強風のなか、トラックへの荷物積み込みを開始。
積み込みスタッフが足りない為、急遽連絡したにも関わらず、快く駆けつけてくれた方々に感謝。
21:00過ぎに現地入りメンバーが徐々に集合し、後方支援者に見送られ１台ずつ出発。
首都高速はそこそこの渋滞があったが、東北道に入ると心なしか前回より車両の数が少なく感じました。
雨風も思った以上の強さはなく、順調に一路仙台方面へ。
またボランティアのバスも、一時のように多く目にすることもないまま、「菅生ＰＡ」に到着し仮眠。

今回よりトラックを投入

菅生ＰＡにて早朝起床

チーム王冠さん倉庫に自転車を支援

出発前週に物資仕分け

２０１１年９月３日（土）
いつも通り5：30に「菅生ＰＡ」を出発し、東北道を北上。
仙台南ＩＣより、仙台南部道路〜仙台東部道路〜三陸自動車道を順調に走り、「石巻港ＩＣ」を降りる。
7：00に石巻市渡波地区のガソリンスタンド跡地にて、地元ボランティア団体の チーム王冠

寺崎さんに自転車２台を支援する

予定が、到着が遅れるとの連絡が入る。
活動スケジュールに支障をきたす恐れがあるため、チーム王冠さんの倉庫に置いて女川町へ向け出発。
家で眠っていた自転車2台は、すぐに福島県にほど近い宮城県亘理郡に運ばれ、小学生が通学に使用する。

海沿いを行くと、撤去された瓦礫の大きな山がそこここにあり目を引いた。
まだ、取り壊しがすんでいない明らかに無人のアパートや、一階部分が半壊しているも、二階には人の気配がする一軒家が、
雨降るさら地に点在している場所もあった。
海沿いは、地盤沈下の影響により、船着き場はどこも完全に海面下となっていた。
国道沿いには、大手スーパーや薬局、コンビニが綺麗に改装され開店していた。
道の整備がされている部分が多い。
6か月、公の整備や、大手企業は介入している。
ホッとした。
女川町に近い渡波地区には、損壊した建物が並び、そのすぐ目の前に住人が住む地域が連なっていた。
雨のおかげで粉塵は少なく、悪臭も覚悟していた程ではなかった。
震災バエも自衛隊による駆除作業の効果かだいぶ減っている。
交差点の信号は未だ消灯したままのところが多い。
すでに見慣れた街道を通り、女川町へと入る。
浦宿のコンビニでポットに入れる氷を購入し、女川町災害支援センター （旧：災害ボランティアセンターより改称）のある女川町総合
体育館を目指す。
到着後、参加メンバー全員が集まりミーティングと初参加者の紹介。
その後受け入れ先の女川町災害支援センターへ挨拶をし、第一小学校へ向かう。

災害支援センター前でミーティング

女川街道沿い

女川湾近くの津波で倒壊した建物

以下、活動内容は、各担当エリア リーダーの報告によります。
◆女川第一小学校 避難所 （炊き出し）、同小学校仮設住宅 （炊き出し・青空市場）
担当リーダー・・・野口

担当・・・近藤、斉藤、府川

計４名

５月に支援活動を行った女川第一小学校の避難所と仮設住宅にて再びの活動。
避難所には約６０名、仮設住宅には約６０戸の方が生活されています。
避難所の炊き出し数は当初８０名を予定していましたが、避難所の縮小に伴い６０名に減りました。
ここでの活動は大きく分けて以下の４つです。
(1) 他のチーム活動場所（ボランティアセンター、石浜地区）向けにそれぞれ２０食程度を作り、車で取りに来るメンバーに渡す。
(2) ６０食程度を第一小学校避難所で生活されている方に配る
(3) ６０食程度を仮設住宅で生活されている方に配る
(4) 仮設住宅にて持ってきた支援物資を配る青空市場を開催する
後方支援メンバーの尽力により、食材や物資は丁寧に分けられてトラックに積み込まれていますので、それを炊き出し場所の
小学校昇降口にて降ろすところから活動が開始しました。
台風が近づいているため小雨と時々強い風が吹く中での炊き出しです。
火を扱いますので、危険の無いように昇降口の一角に風よけ、雨よけの場所を作ってコンロを配置しました。
炊き出しメニューは、野菜の旨みがたっぷり味わえる肉野菜うどんと、いつも好評の浅漬け。
前回よりさらにシンプルに、わかりやすく書かれたレシピを見ながら、うどん具材の煮込みは手早く始められました。
最初は子供達と遊びながら活動していましたが、他のボランティア団体の方が来て子供達と建物の中で遊び始めたこともあり、
煮込みの最中、少し余裕があります。
そこで、隣の喫煙コーナーにおいでになった避難所生活の方に、いろいろとお話を伺いました。

復興に向けての行政に対する不安や、感じていることなどを聴かせていただくことができて、以前より少し踏み込んで
伺うことができたようです。
強風で火力が少し弱く、煮込むのに時間がかかりました。

第１小学校へ積み上げた

昇降口内にて炊出しの準備

カレー風ポトフうどん出来上がり

青空市場を開催中

炊出し道具と材料

問題 その１
まもなく配食という11:30頃、ようやくうどんの湯通しを始めようとして発覚。
５月の時はトングを使ったのですが、今回はトングが無くて菜箸です。
ツルツル滑って、茹だったうどんを引き上げるのに時間がかかってしまうのです。
一度にあまり多くは茹でられないこともあり、急遽、仮設住宅に配る時刻を３０分遅らせてもらうことにしました。
ほぼ予定通り12:00頃に避難所での配食を開始。
外出している方などが多く、予定の６０食ではなく４０食ほど配ったところで人が途絶えました。
少し早めに切り上げて12:30頃、仮設住宅への配食開始。
調理している小学校の昇降口へ取りに来て貰えれば簡単なのですが、隣接した避難所と仮設住宅には、行政からの支援の差などを
理由に気を遣う点があり、仮設住宅への配布は仮設住宅の集会場で行って欲しいというご要望でした。
うどんを茹でているコンロは動かすことができません。
具の入った鍋だけ集会場に運び、うどんは茹で上がる度に１０個程度ずつ器に入れて避難所から仮設住宅までピストン輸送です。
配食に並んでいる方をお待たせしたまま、階段を昇ったり降りたり。
ここが一番辛い時間帯でした。
問題 その２
配食している間に「青空市場は？」と訪ねておいでになる方がいらっしゃいました。
事前にお知らせしていた予定の時刻が１時間間違っていたらしく、少々混乱。
足の悪いご年輩の方には、集会場に入って座って待っていていただきました。
「肉野菜うどん」は大人気。 大変嬉しいのですが、ここでさらに発生。
問題 その３
まだ並んで待っている方がいらっしゃるのに、途中で具が無くなってしまう緊急事態！！
できあがりの１食量を、事前に確認していなかったのが原因です。
急ぎ、針浜地区に連絡して、そちらで作っているかき揚げを持ってきて貰うことにしました。
最後の３０食程度は「かき揚げうどん＋やきとり」というメニューに。
こちらのメニューも好評でした。
13:50頃、炊き出しの配食を終了して、青空市場の準備です。
昇降口に積み上げていた物資を、集会場に移動。
物資配布については、１戸で複数持っていっていく人がいると全戸に行き渡らないことを、集会場に集まっていた奥様達が
心配していました。
「チェックリストを用意し、受け取った戸の番号をチェックしていく方法をとることにしています」と説明すると、皆さん安心して
ホッとした表情。
こういった細かい方法一つでも、現地の方の気持ちに寄り添うようにしていくことが重要なのだと改めて感じました。
手が足りないこともあって、今回は奥様方に青空市場のセッティングと配布を手伝って頂くことにしました。
手際よく、公平に物資を分けて配ってくださったので大変助かりました。
奥様方は大張り切り。

こういった活動そのものを一緒に担当して頂くことは、全てを応援団メンバーだけで行ってしまうよりも手応えがあるようです。
事前や当日の連絡も、場所の設定なども、全て現地の皆さんにご協力頂いて進めることで、より良い内容になりました。
14:00過ぎには他地区のメンバーが合流。
青空市場でてんやわんやの担当メンバー４名に代わって、鍋やコンロなどの片付けを担当してくれました。
それぞれ、持てる力を出し切って魂が抜けた４名。15:00頃、伸びきったうどんを食べました。
大変な活動でしたが、応援団メンバー同士で支え合って乗り切ったことが印象的です。
まず大切なのは、この活動を「私たち自身がやりたくてやっている」ということ。
だからどんな活動も楽しんで受け止める心構えではないか、と思うのです。

◆清水地区仮設住宅 （青空市場）、石浜地区在宅避難者 （青空市場・炊き出し・お茶会）
担当リーダー・・・相原

担当・・・水澤、小澤、佐藤

計４名

清水・石浜地区青空市場班では、前回訪問した清水地区仮設住宅への支援物質の提供、石浜地区在宅避難者への支援
物質の提供および別班にて用意の炊き出しの提供を実施しました。
以下に各地区での活動についてご報告します。
●清水地区 （仮設住宅）
前回訪問時に出来たばかりで新しく、また大規模であったことから複数の地域をまとめた形の仮設地区となっているところです。
以前の訪問で被災者同士の会話が少ない事が気になっていたため、その後コミュニケーションは進んだか、
新たに（一時的にせよ）清水という仮設地区で、新たなコミュニティー作りがちゃんと進んでいるかを気にしながら現地入りしました。
訪問時してみると、約360人の方が避難・移住していらっしゃいました。
今回は、現地より要望のあったお米、野菜、洗剤、その他物質(オムツ、インスタント食品、子どものための紙粘土、食器等)を
届けに行きました。
清水地区は女川漁港から山間に入った場所ということもあり、車等の移動手段がないと中々遠くまで出かけるのは厳しい印象の
場所に作られた仮設住宅です。
清水地区に到着するとあいにくに雨が降ってきてしまい、急遽仮設住宅エリア内の集会所を使わせていただけないか確認する
ことになりました。
以前はまだ地区の代表の方も決定していなかったのですが、代表者 （平塚さん）が決まっており、すぐに調整を取り快諾して
下さいました。
代表する方が出来ることで、私たちのような支援者との連携も取りやすくなる。
これは村として再スタートする大きな一歩だなと感じました。

清水地区仮設住宅にて

集会場内にて物資配布

石浜地区 在宅避難者の自宅

石浜地区の皆さんと

集会所の前にトラックをつけ、大急ぎで支援物質を下ろした後、支援物質の配置を開始。
前回は支援物質を全て出した状態で青空市場を行い人が殺到してしまったため、
今回は配布する品毎にテーブルを配置し、テーブルを挟んで支援物質を渡すことにしました。
10：00の配布に先立って、拡声器にて全戸の方にアナウンスをすると、皆さん雨の中、
開始時間の前から集会所前に並んで待っていて下さいました。
10：00より配布を開始すると、前回のように人が殺到してしまうことなく皆さん一列に並んで順番に物資を受け取って下さり、
スムーズに支援物質を渡すことができました。
殆どの方が自前の袋を用意し、自分から品物を取り先を争うこともなく、袋に入れてもらうまで待っていてくれます。
支援物質を手渡す際に自然に会話が生まれ、「この前に続き本当にありがとう」 「お米すごく助かります」 「洗剤はすぐに無くなるから
非常に有難い」 「遠くから来てくれてありがとうまた来て下さい」等々労いのお言葉を掛けて下さいました。
その姿を見て、メンバー一同一度に明るい笑顔になったのを覚えています。

第一回、第二回訪問時と比べて「避難者の方々が心に余裕を持ち出したのだ」という事をとても強く感じたからです。
インフラもある程度整い、不安や悲しみに暮れるより、あるものでゆっくり考えて前にみんなで進んで行こう！という意思を、
皆が抱き始めているようにも見えました。
実際、「○号に足の不自由な人がいるから届けてあげて貰えないでしょうか？」とか、「いまお葬式で出掛けてる人がいるから届けて
あげて欲しい」など、近隣の方々との付き合いが生まれ、その様子からお互いのことをしっかり考えていることが分かりました。
また、避難所から仮設への移行も過渡期にきていることも感じられました。
第二回訪問先の勤労青少年センターの避難所にいた人達のほとんどが清水地区に来ており、
支援物資提供の際に元気な姿を見ることが出来ました。
ただそのせいでしょうか？前回大量に持ち込んだ食器で今回はニーズを掴み切れずごく少量だけお持ちしたのですが、
身一つで仮設に移動されているため（避難所では使い捨て食器中心の配食のため）食器が不足しているようでした。
第一陣への物資提供を終えて、一波が去ったため再度全戸へアナウンスを行い、第二陣への物質提供を10:45までに終わらせると、
残った物質を仮設代表者の方に預かっていただき、後片付けを速やかに行い、清水地区での支援活動を完了。
いざ、石浜地区の在宅避難者の方々が暮らすエリアへ向かいました。
●石浜地区 （在宅避難者）
震災直後から約12世帯の方々が被害の少ない自宅住居にて生活をしています。
女川漁港から切り立った場所にあるため勾配も激しく、あたりには津波で押し流された石油タンクや鉄骨がいまも山積しており、
避難所や仮設住宅と比べて環境はかなり悲惨な状況と言えます。
訪問時にはやっと、一つの10t以上ありそうな石油タンクがバラされ、解体している最中でした。
支援物質も滞りなく行き渡っている状態とは言えず、いまも比較的動ける方が代表して物質を調達するかたちでの生活を余儀なく
されています。
ある方は１階部分は完全に浸水。判定では半壊無いし全壊で、避難所に移る一歩手前という方も。
多くの方は住居が損壊しながらも、地域を離れたらバラバラになるという思いもあり、家に留まっています。
震災当時避難所までの遠い道のりを向かったところ、定員オーバーで断られたのを機に、地元地域を離れるのを止め
覚悟を決めたという方もいらっしゃいました。
石浜地区の周辺は道が狭く、前回訪問時の場所に着いた際には半壊家屋の取り壊し作業の為、重機によって道が封鎖
されていました。
急遽、少し離れた丘の上に車を移動すると、石浜地区の方が運ぶのが大変だろうからと作業中の方にお願いして下さり、
当初の予定通り物資を運び込むことが出来ました。
率先してそれぞれが行動をする姿から、ご近所の方々が皆一丸となって協力し被災後からの苦難を乗り越えてきたということ、
それにより絆や結束が非常に強く、コミュニティとして熟成されているという印象を強く感じました。
石浜地区の方々の誘導のもと物資の積み下ろし場所に着くと、石浜地区の方が連携して、トラックから下ろした物資の荷運び、
各家庭で用意している箱の中に均等に仕分けを行って下さいます。
仕分けの際にも、これはうちにあるから誰々さんとこに入れとくよ、じゃあこれはあなたになど、昔ながらの田舎の風景を見ている
かのような光景を目の当たりにしました。
また今回こちらでも小雨に降られましたが、誰彼と無く「それなら私の家の居間で良い」と庭先から運び入れたりと、ご近所が大きな
家族のように暮らしていらっしゃいました。
一通り物資提供が終わり、別班からの炊き出しを一緒に頂ける食事を探していると、物資同様「ここを使って」と自宅を
開放してくださる方が出てきました。
みんなで食べましょうとありがたいお誘いをいただき、急遽ご自宅での食事会となりました。
一部行き違いで炊き出しのうどんを温めなければいけなくなった際にも、台所までお貸し頂き、皆で共同作業。
一人一人と対面しながらで、支援に来たというより、久しぶりに田舎に帰って来た孫のような感覚を覚えました。
用意した『陽子の激ウマ肉うどん』は野菜がたっぷりと入ったメニューで、また少し醤油を利かせた生野菜の新鮮さが光る浅漬けを、
みなさん「美味しいほんとに美味しい！」と笑顔こぼれながら食しました。
メンバー全員がほっとし、温かい気持ちになりました。
食事中には「陽子さんはあなた？」と質問が。このメニューと野菜のカットなどの事前仕込みはをして頂いている後方支援の
「陽子」さんを中心とする後方支援の皆さん、また支援金や物資提供を頂いている皆さんのことも紹介し、
その全てに笑顔と感謝を頂きました。
温かいうどんを通して支援の輪が繋がった、きっと届くなと感じた瞬間でした。

食事を終えたのち、前回訪問時と同じくお茶会を実施。
お茶会を通して、津波に対する行政支援についての不満や、助けを求められたのに助けられなかったこと、津波が来る前の生活、
おじいさん、おばあさんの馴れ初め、次回までに欲しいものなど色々な話をすることが出来ました。
良い話も辛い話もありましたが、とにかく頑張って生きていこうという強い思いを一貫して感じました。
一時間ほどお茶会をした後、後片付けを全員で行なっていると、
来てくれたお礼にと、２−３人の方が総出で庭の畑で育ったみょうがを積んできてくれました。
うどんの付け合せとして「庭の畑にあるから」と出して頂いたミョウガがとても美味しく絶賛していたのを見て
「出来ることで何かしたい」と皆さんで摘んでくれたのです。
申し訳無さと嬉しさがどちらも一杯でしたが、せっかくなので有難く頂くと、
今度は別の方が熟れて食べれなくなるからと、大きなスイカまで持ってきてくださりました。
さすがにいただけないとお断りしたところ、来てくれたことが本当に嬉しかったから受け取って欲しいと言われ、
ありがたく頂くことにしました。
この「受け取るのが精一杯」の段階から、「自分もアクション」という段階への変化は大変大きなものを感じました。
石浜地区を出発する準備を整えると、石浜地区の皆さんが見送りに来て下さり、
皆さん口々に「また来てね、絶対来てね」と何度も仰って下さいました。
被災してなお辛い生活を送っている中で、これほどまでに人に愛情や感謝の念を持ってくれる方がいることを知り、
これからもこうした人達の力になろうとメンバー全員が思いをひとつにし再会・再訪を誓い石浜を出発、
全員集合の針浜地区へ向かいました。

◆針浜地区仮設住宅 （炊出し・青空市場）
担当リーダー・・・石川

担当・・・石垣、仙頭、中前

計４名

第３回目の女川ボランティアで初めて行く針浜 (はりのはま) 地区の仮設住宅での活動。
主な活動内容は以下の３つ
(1) REAL eYEの高橋夫妻チームと協力して、合同炊き出しを行う
(2) １００食程度の炊き出し (かき揚げと浅漬け)

針浜地区担当メンバー

(3) ４０世帯の仮設住宅に支援物資を配り、青空市場を開催する
第１小学校、清水地区と順番にトラックから荷物を降ろし、その後１０：００ REALeYEの高橋奥様と合流し、先導されながら
仮設住宅(針浜地区)に到着。
第１回ボランティアに行った女川第一小学校から、さほど遠くない場所にこんな仮設住宅があったのかというのが第一印象でした。
それと８月に情報収集と少々の支援物資を届けに行ったときに大量に飛んでいたハエがほとんどいなくなっていたことも印象的でした。
トラックが到着し、炊き出しの荷物と支援物資を集会所に降ろし、高橋夫妻のアドバイスをいただきながら準備を始めようとするときに、
ボランティアセンターから二人の助っ人が参加していただくことになりました(後で分かったのですが、本当はREALeYEの高橋さんが
依頼していた人たちだったそうです。 高橋夫妻、ごめんなさい。)
新たに二人が加わり、合計６名で炊き出しの内容、支援物資の確認をし、分担を決めて作業開始。
まず二人がかき揚げの準備に取りかかり、残りの人たちが支援物資の個数確認、配布準備に取りかかる。
台風の影響で小雨が降ったりしていたので、かき揚げは集会所の中での作業となりました。
ビニールシートを敷き長机二つにガスコンロ３つを並べ、最初は二人でかき揚げを作り始めました。
わかりやすいレシピと、事前の打ち合わせで手ほどきを受けていたメンバーの手際がよいお陰でスムーズに作業が進んでいきました。
REAL eYEの高橋夫妻の方は、集会場の前にテント２つを設置し、その中での炊き出し活動になりました。
当初流しそうめんを予定していたのですが、やはり雨の影響で断念されたようで、焼き鳥を焼いて来る人達に振る舞っておりました。
想定外の助っ人が来てくれたこともあり、支援物資を配りやすくするために、４０リットルのビニール袋の中に１世帯分の物資を
小分けに入れる作業を進めることができました。
１２：００頃には支援物資配布の準備も整い、かき揚げも徐々にできあがってきて少し余裕も出てきたので、かき揚げ３名と、
石川が持参してきたレクレーションで使う小道具の作成も取りかかりました。REALeYEの高橋さん娘にも手伝ってもらいました。
１２：３０頃、集会所で作業されていたお母さん達からかき揚げ、浅漬け、焼き鳥を食べ始めていただきました。
「揚げ物はやりたくても材料がなくてできないから嬉しいわ」という声がありました。

支援物資の方はご飯を食べに来てくれた人たちから少しずつ配布していきました。
昼間は出かけていた方も多かったようで、思っていたよりかき揚げや物資が減っていかず、村長さんのアドバイスで、「物資の声かけを
すれば出てくる人も多いから」ということで住宅と住宅の間を「物資が届いています」とアナウンスしながら歩いて回りました。
それでも予定していた量の半分程度が残り、村長さんと相談し、残りのご家族の方々へ後日配っていただけることになりました。

針浜地区にてトラックより荷を下ろし中

かきあげ天の出来も上々！

集会場内にて皆さんで

◆奥野勝利さん野外ＬＩＶＥ （針浜地区仮設住宅 集会場前広場にて）
15:00に東北被災地応援団の各チームは針浜地区へ集合。
メンバーに是非とも聞いて、見て欲しい歌声と生き方がありました。
奥野さんに初めてお会いしたのが、７月の支援活動で女川町入りした際でした。
この時も２チームに別れての活動で、避難所での炊出し班、在宅避難者や仮説住宅への物資・食料支援班とに分かれました。
在宅避難者が居住してる地域の情報が少なく、高橋夫妻に連絡をとり一緒に活動した際、ＲＥＡＬｅＹＥ メンバーの一員としていました。
最初の印象は、どこか冴えなさそうな感じのする自由人といったとこでしょうか。 （失礼な話ですが。。。）
奥野さんが名のある音楽家だと、高橋夫妻より聞いたのは、東京に戻ってきてから１週間ほどたってからでした。
その後、ＲＥＡＬｅＹＥさんの炊出し後に、奥野さんのミニＬＩＶＥで被災者の方々をずっと勇気付けています。

奥野さんＬＩＶＥ♪

メンバーも聴き入ってました

REALeYEさんと一緒に

以上、簡単ではありますが活動レポートとさせていただきます。
草の根的な活動ではありますが、少しでも早く東北地方が復興出来るよう微力ながら続けていこうと考えております。
今回の活動に物資ご提供いただいた皆様、支援金を寄付いただいた皆様、ご協力いただいた皆様に感謝いたします。
それとともに引き続きご支援ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

４. 活動成果
(1) 経験、実績を残したこと
前回参加者に加え、支援の輪の拡大に向け新規メンバーが経験を積めた点
少ない人数で地域毎に分かれた活動と、それをまとめる各リーダーが経験を積めた点
炊出し、物資・食材支援は、仮設住宅や住居から出てきてもらう為のきっかけと意識した成果もあり、
各地区で被災者と近い距離感で話しを聞く機会が増えた点
(2) 現地の状況を知れたこと
仮設住宅への移行過度期の活動であったが、各地区仮設住宅のコミュニティの度合いがわかった点
明るく前向きな方々とコミュニケーションがとれたことで、幅広く情報を得ることができた点

(3) ネットワークが持てたこと
女川町復興支援センターを始め、各仮設住宅の地区長さんなど、多くのキーマンとネットワークを持てた点

５. 今後の展望
(1) 楽しめる時間の創出
炊出し、物資・食材支援をきっかけと捉え、その機会にコミュニケーションをとることをより明確にする。
さまざまなストレスから少しでも開放される時間が作れるように、子供から大人まで楽しめる時間の創出に注力したい。
(2) 支援の輪の拡大
今回新たに参加したメンバーがいるように、そこからまた新たな支援の輪を広げ、
新しいアイディアや協力者を増やすことで支援の幅や内容の充実に繋がると考えています。
現地には行けなくても何かしたいと思っている人はたくさんいらっしゃるはずで、そのニーズを掘り起こすことができれば、
より多くの方の支援を被災地へ届けることができると思います。
(3) 被災地への継続支援の必要性を啓蒙する活動
未曾有の大震災より半年が経ち、被災地への関心が急激に薄れてきている。
先ずは、現地を見てきている立場から、未だ何も復興してない現状を伝え、中・長期的な継続支援が必要なことを啓蒙する
イベントを行います。
★10/23（日） 港区 高輪区民センターのホールを１日貸切、「頑張っぺ東北！」 チャリティーコンサートを開催。

６. 補足事項
(1) 参加者
工藤 史大

石川 篤史

水澤 秀之

石垣 健

小澤 徹

相原 朋子

野口 砂絵子

斉藤 秀朋

近藤 尚之

仙頭 淳子

府川 めぐみ

佐藤 由香

川端 陽子

小澤 雅志

小澤 静子

大脇 智子

藤川 芳江

若本 智子

池上 珠子

伊藤 和子

山中 秀樹

山中 賢二

橋本 翔二

尚礼会町会

中前 由紀
(2) 後方支援者 (敬称略/順不同)

(3) 支援物資提供 (敬称略 /順不同)
ニッサン石鹸株式会社

株式会社京和木材

株式会社ミキエステート

目黒ＧＯＮＥ

品川生活者ネットワーク

株式会社アポロプロセス

宮川内科小児科医院

株式会社同文社

三輪 修平

宮川 政昭

高橋 明

三輪谷 香奈子

品田 仁史

岡田 耕治

高橋 道子

齋藤 英幸

池上 珠子

山内 浩継

山中 秀樹

山中 賢二

加藤 豊

栗本 直樹

吉野 孝司

野間 比呂志

府川 めぐみ

近藤 尚之

相原 朋子

仙頭 淳子

石川 篤史

斉藤 秀朋

石垣 健

野口 砂絵子

小澤 雅志

工藤 史大

(4) 支援金箱 (敬称略/順不同)
目黒ＧＯＮＥ

(5) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

ホルモン焼き夏冬

東北被災地応援団 集合場所

渡辺 伸子

鞍馬 進

梅津 公一

五十嵐 恒

穴田 耕一

早川 みよ

平島 拡史

三浦 富美雄

若本 智子

齋藤 英幸

高橋 道子

石川 重美

勝村 淳

野間 比呂志

府川 めぐみ

仙頭 淳子

佐藤 由香

野口 砂絵子

相原 朋子

工藤 史大

(6) 行政支援 (敬称略/順不同)
港区防災課 「災害派遣等従事車両証明書」の発行
(7) 現地受け入れ先 (敬称略)
宮城県女川町復興支援センター （旧：災害ボランティアセンター）
(8) 現地協力団体
ＲＥＡＬｅＹＥ （高橋 圭介 様、 高橋 一枝 様、 奥野 勝利 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。
継続して被災地への支援活動をしていきますので、今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

平成２３年９月１０日
東北被災地応援団 白金支部
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