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１. １. １. １. はじめにはじめにはじめにはじめに

東日本大震災後、被災地は復興ままならぬ中、二度目の厳しい冬を迎えようとしています。

多くの方が昨年に引き続き、壁の薄い仮設住宅で寒い冬を越すことを強いられていらっしゃいます。　

東北被災地応援団 白金支部の草の根活動は、本当に、小さな、小さな力でしかありませんが、我々の活動で、

少しでも温かい気持ちになっていただけたら、という思いで、今回も訪問させていただきました。

２.２.２.２. 現在の女川町について 現在の女川町について 現在の女川町について 現在の女川町について

今回の活動の翌日、１１月１１日は東日本大震災の月命日でした。　震災から１年と８ヶ月、被害を受けた町の様子はどう変わりましたでしょうか?

女川町では、復興の為の都市計画案に基づき、地盤沈下してしまった中心部では、嵩上げ工事が進んでいます。

災害公営住宅の建設も予定されています。　一方でこんな報道が先日ありました。

東日本大震災で多くの被害をうけた、岩手、宮城、福島の３県では、県や市町村が計画している復興住宅に、ほとんどの仮設住宅が

入居期限をむかえる２０１４年度末までに完成する見通しは、６０％以下であるのとのこと。　宮城県においては、見通しがたっているのは、　

たったの３８％にとどまるそうです。　ここ、女川町も例外ではありません。　

そして、たとえ復興住宅に移れたとしても、そこは、震災前の住みなれた家ではありません。　そして、またあらたに始まるコミュニティ作り。

まだまだ、問題は山積であることは、間違いありません。

　　　　　　手付かずの地域。地盤沈下で雨の後は水が引きません。

３.３.３.３. 活動報告 活動報告 活動報告 活動報告

　　 ５月、９月に続き、今年３度目となる、清水地区仮設住宅への訪問です。　試行錯誤を繰り返してきた、こちらの地域での活動。　

今回は、子供向けのイベントを企画いたしました。

また、今回の活動より日没の時間や寒さも考慮し、前日の夜出発、夜間の移動、イベント当日は、昼間の活動となりました。

半年振りの昼間の活動です。　活動内容は、下記の３点です。

・青空昼食会 （ホットドッグ＋スープ）

・ミニ移動動物園

・ワークショップ（なおやマンのへんてこパーティー）

　嵩上げ工事が進む女川町の海岸エリア（熊野神社より）

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。

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、



ミニ移動動物園においては、夏の前から挙げられていた企画です。　初めての試みであることから、弊会の中で何度も話し合いを行い、

前回９月の清水地区仮設住宅への訪問の際は、住民の方々にヒアリングを行い、今回のイベント開催となりました。

以下、活動内容について報告いたします。

(１) 準備期間

 準備期間 ： 2012/9月上旬 ～ 2012/11/9

（２）支援活動内容

Ａ. 青空昼食会　（仮設住宅集会場前広場にて）

お好みドック

・ホットドック用コッペパン ２５０個

・ウィンナー、マカロニサラダ、たまご、スパゲティ、ポテトサラダ、など

スープ

・コンソメスープ、コーン入り １５０食分

・トマトスープ １５０食分

飲み物

・オレンジジュース、麦茶、生ビール、日本酒、焼酎 適量

Ｂ. ミニ移動動物園　（仮設住宅集会場前広場にて）

ご協力：　ＮＰＯ法人アニマルニーズ様

来てくれてた動物達：

・犬 チワワ、プードルなど、６匹 告知のフライヤー

・うさぎ ３種類、８羽

・モルモット ４匹

・ハムスター １０匹

・子ヤギ １匹

・ポニー １頭

Ｃ. ワークショップ　（仮設住宅集会場内にて）

ご協力：　なおやマン様　しま：アイ様

なおやマンのヘンテコパーティー 一回目　13：00～13：30　二回目　14：00～14：30 各30名定員

(３) 活動レポート

２０１２年初夏

「動物はどうだろうか？」。　５月の清水地区仮設住宅への訪問後、そんな提案があがった。　比較的大規模の仮設住宅である、ここ、

清水地区では、もちろん、もともとこの地区にお住まいだった方々の交流や、お母さんごとのお付き合いもあるようだが、大規模であるがゆえに、

都会でいうような、どこか希薄なご近所付き合いのような印象を、受けたからかもしれない。　動物に触れることで心を緩ますような時間を、

持っていただくことはできないだろうか。　動物を連れてくることで、新たなコミュニケーション作りのお手伝いが、できないだろうか。

しかし、震災によってかけがえのない家族であった、ペットを失った方もおられる。　動物を連れて行くことで、心の傷に触れてしまうことに

なるかもしれない。　いろいろな意見がでた。　この企画はもう少し、皆で話し合う必要性があるように思えた。

２０１２年９月

その後も度々あがる動物の企画。　山形のＮＰＯ法人あにまるにーずさんが、ミニ移動動物園のご協力に名乗りを上げてくださっていた。

１１月のイベントに向けて、９月の清水地区仮設住宅への訪問の際に、お住まいの方々にヒアリングをおこなうことになった。

そして長野でご活躍される、パフォーマーのなおやマンさんが、我々の活動にご協力いただけることになり、子供向けワークショップを

同じく１１月に開催できることになった。　１１月は子供向けの企画ということで、方向性は決まりつつあった。

２０１２年９月２２日（土）

９月度の清水地区仮設住宅での活動。　各住戸に当日のイベントの告知を行った際、今の生活のお話とともにイベントや移動動物園について、

お話をうかがった。　「子供が喜ぶと思う」、「予定を空けておく」、「いやな思いをされる方はいないのでは」、そんな声を聞くことができた。

そんな声に後押しを受け、９月活動から東京に戻ってきてからは、１１月の活動に向けて、準備が進められた。



２０１２年１０月下旬

イベントのフライヤーが出来上がる。　イラストを使った楽しそうなフライヤーに仕上がった。　復興支援センターさんから町内の小学校や

保育所、女川さいがいＦＭ，女川向学館、仮設商店街の店舗など、各所にご協力をいただき、事前告知をしていただく。

２０１２年１１月４日（日）

活動前のミーティング。　今回は１１人での参加。　我々の活動の翌日は、震災から１年８ヶ月の月命日でもあることが伝えられ、

改めて震災というものを考えるために、震災の映像を皆でみることになった。　暗くした部屋に映し出される、震災の映像。

全員が固唾をのんで食い入るように見つめた。　被災された方々が経験されたことは、どんなに日にちが経とうとも消されることのない出来事。　

ましてや、まだ、たったの１年と８ヶ月前のことである。　訪問の回を重ねてきたことで、表面的なことだけしか見えなくなっていたのではないか？

大事なことを見失ってしまってはいなかっただろうか？　「心に寄り添う支援活動とは」を、全員が改めて考えるきっかけとなった。

２０１２年１１月９日（金）夕刻

後方支援者による青空昼食会用の食材の準備、機材などがそろえられ、現地へいくメンバーが集まる時間には、粗方の用意が終わっていた。　

そして参加メンバーにとっては仕事が終わってそのまま夜間の移動になることから、手作りのお弁当も用意されていた。　

我々の活動は、常に後方支援者の方々によって、支えられていることを実感するとともに、感謝の気持ちでいっぱいになる。

午後９時、集合時間。　後方支援の方々に見送られながら、３台の車に分かれて出発。　いくつかのサービスエリアでの

休憩をはさみながら三陸自動車道にある春日パーキングエリアを目指す。

　　お見送りしていただいた後方支援者の方々と。 　　春日パーキングでの明け方。夜中の雨も上がり晴れ模様。

２０１２年１１月１０日（土）

午前２時、途中予定していた道が、いまだに続く震災後の道路修復工事の為、迂回しながらも春日パーキングエリアに全車到着した。

そして仮眠を取った後、女川町に向けて出発。

午前７時４５分、女川町に無事に到着。全員で今日活動の流れ、注意事項を確認後、最近活動の際には必ず訪れている高台にある

熊野神社へ。　震災の際はたくさんの方々がここ、熊野神社に非難し難を逃れたそうだ。　津波で奪われていく町をここからどんな思いで

見つめていらしたのだろうか。　そんなことを考えながら、全員で女川町の今をその目でたしかめる。

復興支援センターにご挨拶のあと、女川町の美味しい海の幸がいただける「おかせい」さんで、現地にてゲスト参加の青木千恵さんと合流し、

名物「特選女川丼」を朝食にだしていただいた。　我々のために営業時間前にもかかわらず、お店を開けていただいたことに感謝しつつ、

海の幸を堪能した。　その後、コンテナ村商店街にお願いしていた、食材を引き取り、清水地区仮設住宅へ。

　復興支援センター前にて活動前の打ち合わせ おかせいさんでいただいた、「特製女川丼」熊野神社から万石浦を望む



到着後は、高橋自治会長さんにご挨拶をし、設営場所などを確認。　清水地区以外から車でいらっしゃる方々も想定し、自治会長が確保して　

くださっていた駐車スペースを確認後、設営に入る。　ＮＰＯ法人あにまるにーずさんが到着、１１時半からのミニ動物園に向けて、準備が進め

られる。　告知を受けて、すでに何人かの子供達が集まっており、設営を手伝ってくれた。　とても楽しみにしていてくれたようで、我々も

嬉しくなる。　なおやマンさん、しま：アイさんも到着。　ツンツンにたてたモヒカン姿のなおやマンさん。　ワークショップもとても楽しみだ。　

お手伝いに集まってくださったお母さん方と、青空昼食会の準備も開始。　今日は、コッペパンに好きな食材をいれて作るお好みドックと、

スープが２種類であることをお伝えすると、手際よく準備を進めてくださいました。

　　緊張の面持ちでポニーに乗る子供

１１時半、青空昼食会と、ミニ移動動物園が開始、たくさんの子供達が動物を触り始め、ポニーに乗ることを楽しみにしていた子供達が、

あっという間に行列を作ったため、急遽予約表を作成。　順番に乗ってもらうことになった。　用意した駐車スペースに車が留まり始めた。

大人に引率された子供達が、清水地区以外からも遊びに来てくれた。

◆ミニ移動動物園 ご協力 ： ＮＰＯ法人あにまるにーず 様

今回の活動の一つとして、ＮＰＯ法人あにまるにーず様のご協力のもと、ミニ移動動物園を実施した。

設営段階から清水地区の子供たちが「ポニーは？」「ウサギ触っていいの？」と興味津々に聞いてくる。

事前の宣伝が浸透しているのを実感する。　大型のテントの下に幾つもの囲いが用意され、モルモット、ヤギ、ウサギ、小型犬、ハムスターが

順々に姿を表す。　動物たちに最初は遠慮がちに見ていた子供たちも、何人かが触り始める。

自分たちよりも小さな存在を不慣れな扱いで触りながらも、次第に愛情をもって接するようになった。　まるで授かった子供を愛でる母親のよう。

奥の広場ではポニーが何人も順番待ちになるほどの大人気。

小動物を前にしても余り表情の変化のなかった女の子が、「もう一回乗る♪」と満面の笑みをみせた。

子供がポニーに乗る様子を、嬉しそうにビデオカメラに収める親御さんの姿も見られた。　子供の笑顔に回りにいる大人も自然と笑顔になる。

近くに動物園がなく、動物に触れるのが初めてという子供もたくさんいた。　動物を通して心を開いてくれた子供たち。

清水地区以外から来られた方々との再会、交流もあったようでとても賑やかな催しとなった。

　移動動物園の看板に絵を書き込む子供達大人気のお好みドック

ハムスターは子供達の一番人気 ヤギの「ウシコさん」も子供達の人気です



広場のミニ移動動物園の反対側では、青空昼食会にも人だかりが出来ていた。　コッペパンに、用意されたいろいろな具材を載せ、それぞれの

お好みドックを楽しんでいらっしゃるようだ。　そして、なおやマンのヘンテコパーティーの受付の時間。　子供達は、「ヘンテコパーティーって？」、

と聞きながら、興味深々。　３０名の定員はすぐに埋まってしまった。

◆なおやマンのヘンテコパーティー ご協力 ： なおやマン 様  しま：アイ 様

子どもたちが、今か今かと待ちわびて、何度ものぞいては怒られていた秘密の部屋に、とうとう案内されました。

いよいよなおやマンの登場です。　不思議な衣装を着たヘンテコな人が、何やら面白そうなことを始めます。

「今日は２つのマジックを用意してきました。　１つめは水のマジック。　２つめはウォーターマジック。　どっちがいい？」

「水～！」「ウォーター！！」（大人、苦笑）。　水（またはウォーター）のマジックの始まりです。　

お手伝いに選ばれた女の子の頭の上にコップを置き、水を入れました。　女の子はちょっぴり緊張気味。　「今からコップの中の水を消します。」

自分の手にも水を入れたコップを持って、女の子の周りを回るなおやマン。　女の子の後ろに回った瞬間にこそっと水を飲んでいます。　

すかさず子どもたちから「あ～！！」と声が上がります。　そんなことを繰り返し、最後に女の子の頭の上のコップをさかさまにすると・・・。

なんとコップの水はどこへやら。　空っぽになっていて、みんなびっくり！！

その後も、ヘンテコ忍者によるヘンテコ忍法。　呪文でやかんの水が沸騰する「ワケワケの術」に続いて「ヒエヒエの術」。

ミントの香りをつけた空気鉄砲を部屋いっぱいに打ちまくり、部屋中が涼しい香りに。

その後は、光を集めるソーラーボールをみんなで作ります。　ヘンテコアイテムの材料をしま：アイさんからいただき、

なおやマンの持っている模型をお手本にアイテムを手作りします。　準備ができたら、みんなで外に出て太陽のエネルギーをいっぱい蓄え、

部屋へもどってきました。　部屋の明かりを消すと、あら不思議！！　みんなが持っているソーラーボールが静かに光を放っています。

この日はあいにくの曇り空でしたが、お天気な日に５分ほど太陽に当てると、一晩中光っているんだとか。　

みんな首からかけたり、額にくくりつけたりし、笑顔があふれていました。

最後はお土産に、「ヒエヒエの術」で使った空気鉄砲のミニチュア版をもらって、子どもたちはご機嫌です。　なおやマンも子どもたちも、

思いっきり走って笑って、素敵な時間を過ごすことができました。　一緒に参加していた大人たちは、子どもたちの笑顔を見て、

本当にうれしそうでした。　科学の力を使って、見ている人たちを巻き込んで行われたヘンテコパーティは大大大成功でした！！

二回のワークショップも盛況に終り、青空昼食会も動物園もそろそろ片付けの時間。　なかなかその場を離れない子供達。

申し訳ない気持ちでいっぱいになりながらも、撤収を始める。　１６時、すべての片付けが終りご協力いただいたＮＰＯ法人あにまるにーずさん、

なおやマンさん、しま：アイさん、そしてゲスト参加の青木千恵さんとはここでお別れ。　我々も自治会長にご挨拶後、清水地区仮設住宅を後に

しました。

◆女川向学館訪問

１０月度、東京でおこなわれた「みなと区民まつり」に、東北被災地応援団 白金支部が各所のご協力の元、女川町観光協会の代理として、

ブースを出店。　収益を全額女川向学館さんに寄付させていただきました。　今回の活動後、その目録の贈呈が女川向学館でおこなわれました。

女川向学館さんとは、津波で家や塾が流され、狭い仮設住宅で暮らすなど、落ち着いて学ぶ場所を失った子供達を対象に始められた

学習塾です。　実際に授業を見学させていただくと、子供達の真剣な顔、そして、学ぶことの喜びを感じているような楽しそうな瞳に、

あらためて女川向学館さんの活動に、感銘を受けました。　今後も微力ながらご協力させていただく所存です。

へんてこパーティーを満喫した子供達 　　　　なおやマンに興味深々



◆報告会および懇親会（コバルト民宿にて）

ゲスト： 高橋 正樹 様 （蒲鉾本舗高政） 青木 久幸 様 （青木廻船問屋） 矢竹 拓 様 （災害復興支援センター）

中野 公一 様 山田 千祐 様 （女川向学館） 高橋 圭介 様 高橋 一枝 様 （REALeYE）

活動を終え、一人ひとり感じたこと、気づいたことを、報告し合いました。　

今回のイベントはこれまでにない数の子供達が集まってくれたこと、たくさんの笑顔を見ることができたこと、メンバー全員が実感した様です。

このような子供達をたくさん呼べるようなイベントを、自分達の手で作ることはできないだろうか、という今後の課題もでました。

また、お忙しいところ駆けつけてくださった女川町のゲストの皆様からも一言をいただきました。　私達に「お帰りなさい」といってくださる

ゲストの方、　試行錯誤の私どもの活動を受けれいてくださる女川町の方々に、改めて感謝したいと思います。

２０１２年１１月１１日（日）

今回宿泊先としてお世話になったコバルト民宿さんにお礼を申し上げて、宿を後に。　蒲鉾本舗高政さんの万石の里、マリンパル女川にて、

お土産を購入したあと、「おらほの復興市」～石巻・女川・東松島～、というイベントを見学しに、石巻のサン・ファン・バウティスタパークを訪れた。

地域の魅力と現状を伝える場として、震災後、２度目の開催となったこのイベント。　ステージでは、それぞれの土地において、

人から人へと受け継がれてきた郷土芸能が披露され、ステージを取り囲むブースでは、地域の特産品や、オリジナル復興グッズなどが、

販売されていた。　またステージの裏手のテラスからは、万石浦を一望することができた。　賑やかなステージとはうってかわり

静まり返る万石浦。　

この日は、震災から１年８ヶ月の月命日であった。　帰路に着く前、全員で万石浦に向かって、黙祷をささげた。

　女川向学館さんにて（写真提供：女川向学館） 　　　漁業の復興は地域の願い（おらほの復興市にて） 　　　　　　　　万石浦に向かって黙祷

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。

４. 活動を終えて４. 活動を終えて４. 活動を終えて４. 活動を終えて

この度の活動では、概算ですが延べ２００人程の方々にお越しいただき、内半数以上の１２０名ほどが子供達でした。

清水地区以外からもたくさんの方々に足を運んでいただいたようです。　事前告知のご協力により、本当にたくさんの子供達が

このイベントを楽しみにしていてくれたこと、楽しそうな子供達の笑顔を囲む大人のやわらかな雰囲気が、とても印象的でした。

事前告知にご尽力いただきました復興支援センター様をはじめ、女川町の関係各所の皆様、本当にありがとうございました。

　 またご協力いただきましたNPO法人あにまるにーず様、なおやマン様、しま：アイ様にも、この場をお借りしてお礼申し上げます。

仮設住宅訪問の活動としては、これが年内最後でしたが、２０１３年度も東北被災地応援団 白金支部は、引き続き活動を

続けさせていただきます。　今後とも皆様のご支援、ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

５. 今後の予定５. 今後の予定５. 今後の予定５. 今後の予定

(1) ２０１２年　女川町イルミネーション「灯～TOMOSHIBI～」

１２月２２日にコンテナ村商店街にて開催の、REALeYEさん、福幸丸さん主催の「灯～TOMOSHIBI～」イベントをお手伝いさせていただきます。

津波により街灯がなくなった場所は、夜になるといまだに真っ暗になります。　「真っ暗な女川の夜に希望の灯を！」　真っ暗な女川の夜を

イルミネーションの灯りで、ほんの少しでも温かく灯したいという願いが込められたイベントです。

(2) ２０１３年度の活動予定

◆女川町１月支援活動 の予定

 　１月２５日（金）夜～２７日（日）　活動詳細につきましては、現在、検討中です。



◆女川町３月支援活動 の予定

 　３月１５日（金）夜～１７日（日）　活動詳細につきましては、現在、検討中です。

◆５月支援活動（東京都港区）の予定

　 ５月２５日（土） 第３回チャリティーコンサート“頑張っぺ東北！”を開催予定です。

６. 補足事項６. 補足事項６. 補足事項６. 補足事項

　 (1) 参加者 (敬称略/順不同)

野口　砂絵子 青木　千恵 安部　由美 小澤　 徹

府川　めぐみ 後藤　奈津子 伊藤　貴志 末石　義史

藤原   朗 三上　加寿子 工藤　史大

　 (2) 後方支援者 (敬称略/順不同)

尚礼会町会 マレーグマ （フライヤー・ポスターデザイン）

橋本  翔二 小澤　雅志 若本　智子 小澤　静子

近藤　尚之 石川　稚子 河野　淳子 川端　陽子

　 (3) 食材等支援提供 (敬称略/順不同)

ホルモン焼き夏冬 株式会社　小倉 株式会社 ビー・エヌ・アイ

(4) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

橋本  翔二 木田　英輔 藤原   朗 安部　由美

府川　めぐみ 後藤  奈津子 伊藤　貴志 末石　義史

野口　砂絵子 三上  加寿子 工藤　史大

　 (5) 現地受け入れ先

宮城県女川町災害復興支援センター （旧：災害ボランティアセンター）　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２４年１１月２０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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