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１. １. １. １. はじめにはじめにはじめにはじめに

震災から1年と10ヶ月。　たくさんの方々が昨年に引き続き、仮設住宅で新年を迎えられました。　そして、地元の新聞には、毎日、震災による

県別の死者数、行方不明者数が、掲載されています。

未だ有事の状態にある被災地域ですが、被災された方々は遠い先にある復興の光を手繰り寄せようと、懸命な日々を過ごしていらっしゃいます。

東北被災地応援団 白金支部、2013年も心寄り添う支援を目指して、支援活動を続けさせていただきたいと思っております。

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

JR東北本線小牛田駅より女川町を結んでいたJR石巻線は、地震と津波の被害で全線に渡り不通となりました。　少しずつ復旧し、

延びてきていた線路ですが、3月にはようやく女川駅の一駅手前、浦宿駅まで復旧します。　車で女川町を目指すと万石浦を右手に、道路と

JR石巻線がしばらく併走する道があります。　今回の訪問の際、何もなかった盛り土の上に線路ができてきているのが、車窓から見えました。

「汽車がようやく戻ってくるんだよ。」　嬉しそうに話してくださった、仮設住宅にお住まいの年配のお母さん。　浦宿駅から、,駅舎自体が消滅

してしまった女川駅までの最後の一区間は、軌道の損傷もあり、復旧時期こそまだ明言されてはおりませんが、駅を内陸部に移設し、

嵩上げした上で復旧させることで、女川町とJR東日本の間で、今年に入ってようやく合意となったようです。　現代社会の利便性を奪われ、

生活基盤を一から築きあげなければならない地元の方々の復興にかける期待の一つが、漁業の復興と並んで、鉄道の開通であるように思います。　

３.３.３.３. 活動報告 活動報告 活動報告 活動報告

　　 半年振りの、針浜地区仮設住宅、石浜在宅地域への訪問となりました。　どちらの地区の方々も私どもの再訪を楽しみにしていただいている、

とのこと、今回始めての参加メンバーも含め、皆さんにお会いするのを楽しみに訪問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 2013年1月25日（金）夜より1月27日（日）夕方戻り

B.　目的地 ①石浜地区在宅 （10世帯　15人）

②針浜地区仮設住宅 （40世帯　100人）

C.　活動内容 ①青空昼食会 （心も体も温まるポカポカ美肌鍋）

②ハンドマッサージ

　　お正月の松飾が施された漁船が停泊していました。 今回の参加メンバーと後方支援者

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、



③スティールパンとギター演奏

④餅米のお届け （横浜市立万騎が原小学校の生徒さんよりお預り）

(2)　活動レポート

2012年12月2012年12月2012年12月2012年12月

参加メンバーの募集が始まりました。　同時に活動計画も練られていきます。　今回は、スティールパンを演奏するメンバーの友人の

ギター奏者の方の参加も決まり、スティールパンとギターの演奏会、その他に、鍼灸院に勤めるメンバーの指導でハンドマッサージを

行うことになりました。　私共には治療行為はできませんが、「手当て」という言葉の通り、手で触れながら距離を縮めてお話をうかがうことで、

心休まる時間をもっていただけないだろうか、と考えたからです。　今後、このハンドマッサージは、私どもの活動での定番のレクリエーション

にしていきたいと考えました。

2013年1月20日（日）2013年1月20日（日）2013年1月20日（日）2013年1月20日（日）

活動を一週間後に控えたこの日、ミーティングが行われました。　被災地への関心の低下が言われています。　支援活動を通し、　

被災地に関わらせていただいている私達は、被災地の現状を知る機会があります。　このミーティングに、より多くの方々に参加いただき、

私達が知り得た被災地の情報を共有し、そして一緒に被災地に心を向ける時間にしようと、参加の呼びかけを行いました。

今回は、活動メンバー14名以外に10名の参加者でした。　以下、ミーティングの内容になります。

①1月活動内容の確認、役割分担、タイムテーブルの確認

②ハンドマッサージの講習会

③東北被災地応援団 白金支部、年間スケジュールのお知らせ

④株式会社海の民の紹介

　雄勝半島の漁業関係者によって漁業復興を願って立ち上げられた会社、株式会社海の民。　一口株主、パートナー、サポーターの制度を

とって、広い支援をもとめていらっしゃいます。　捕れたての海の幸が仲買なしで翌日消費者の下に届く仕組みです。

⑤印刷産業青年連絡協議会のえほんとてがみプロジェクト「ツブさんのおさんぽ」の紹介

　同じ絵本が2冊・便せん・石巻事務所に送られる封筒が同封されており、1冊は同封の便せんにメッセージを添えて被災地の子供達へ

プレゼントとして贈れる仕組みになっています。

⑥ビデオ上映

　震災の記録映像を前回に引き続き上映。　風化させてはいけない事実を改めて映像で見ることで、参加者全員で被災地に対する思いを

新にしたように思います。　そして、昨年度完成されたトレーラーハウスの宿泊施設「Ｅｌ faro」のプロモーションビデオを上映しました。

2013年1月25日（金）2013年1月25日（金）2013年1月25日（金）2013年1月25日（金）

後方支援者により前日から、鍋に入れる食材の鳥団子の仕込みが行われました。　出発当日のこの日は、仕事の都合が付いたメンバーが、

車で各所を回り、必要道具を集めます。　今回の現地での活動に参加できなくとも、積み込みの手伝い、見送りだけでもと、集まってくれた

メンバーもいました。　感謝の気持ちで一杯になります。　改めて私共の活動は、女川町に思いを寄せる全員に支えられた活動であることを

強く感じながら午後9時に全員揃ったところで出発です。　

東北地方全体に雪の予報がでていたこの日、道中の交通規制も心配され、安全運転を心がけての移動です。　東北道に入って、

いくつかのサービスエリア、パーキングエリアでの休憩、交通規制を確認しながら、仮眠予定の三陸道春日パーキングエリアを目指します。　

         女川町地域医療センター前に立つ東日本大震災 慰霊碑　　雪が舞う春日ＰＡにて仮眠をとります



2013年1月26日（土）2013年1月26日（土）2013年1月26日（土）2013年1月26日（土）

2:302:302:302:30

途中前が見えなくなる程の雪で速度規制もありましたが、なんとか30分ほど遅れて仮眠を取る予定の三陸道春日パーキングに到着。

しんしんと降り積もる雪。　なんとか明日の天気の回復を祈り、各車両でしばしの休息です。

7:007:007:007:00

車窓からは一面の雪景色、そしてまだやまない雪の中、女川町へ向けて出発です。　再度調べた天気予報では、朝9時過ぎに女川町の

天気は回復するとのことです。　3車両揃って、女川町を目指します。　

8:458:458:458:45

女川町に入り、女川湾を一望できる高い台に作られた「東日本大震災 慰霊碑」でお参りをし、今回も朝食を頂くことになった「おかせい」さんに

到着。　活動前の英気を養います。

9:159:159:159:15

いつも私どもの活動をサポートいただいている復興支援センターさんに立ち寄り、ご挨拶。　駐車スペースをお借りして、活動前の最後の

打ち合せを行った後は、食材の引き取りにコンテナ村商店街に向かい、食材を積み込み全車両でまずは針浜地区仮設住宅を目指します。

そこで針浜地区での必要道具を下ろし、石浜地区へ向かうチームは車両を乗り換え、一路、石浜地区を目指しました。

石浜地区活動レポート石浜地区活動レポート石浜地区活動レポート石浜地区活動レポート

石浜地区在宅 （10世帯　15人）

リーダー： 安部　由美

メンバー： 小澤　徹、　渡邊　淳子

　石浜地区は女川漁港から山間に上る一帯にある地域です。　震災前はおよそ１００世帯が暮らしていたとのことですが、津波が勾配を

かけあがり、多くの家が被害を受けました。　今は１２世帯の方が生活をされています。　石浜地区への訪問は昨年７月以来、半年ぶりでした。

私たちが到着すると地区長の鈴木さんをはじめ数名の方が集会所の前で待っていてくださいました。　「雪の歓迎はありがたくないねぇ。」

と申し訳なさそうにされるお母さん。　寒いから焚き火をしようと薪を持ってきてくださる方。　毎回、温かく迎えてくださいます。

　今回は地区の集会所を初めて利用させていただきました。　この集会所は震災前から空き家になっていたところを、大工のボランティアの方が

修復して、昨年秋から使用しているとのことです。　

　集会場に入ると、隣のお宅からホースをつないで汲んでおいてくださったお水が用意され、暖を取るためのストーブも焚かれていました。

改修途中のため、まだ上下水道は通っていません。　まずはお茶うけにお漬物を。　お茶は集会所にあったものをいただきました。　

皆さん、口ぐちに「おいし～」と言いながら食べてくださいました。

11:0011:0011:0011:00

　お昼には少し早い時間でしたが、午後用事がある方もいらしたので、お鍋を始めることに。　鶏がらスープに、後方支援のメンバーが

仕込んだ「鳥だんご」を使います。　コンテナ商店街で購入したお肉や、食べやすい大きさに切っておいていただいた野菜を、

温めたスープに投入。　おいしそうな湯気がたちこめ、心なしかお部屋も暖まります。　薄味が好みの方もいらしたので、最後の味付けは

各々にお任せすることにしました。　「温まるね～」とハフハフ言いながらおいしそうに食べてくださいました。　年長さんの女の子も

「おいし～」とお替りしてくれ、皆さんとおいしく完食しました。

　お鍋に味はいかがですか？ 　　子供は寒くても外で遊びたいのです。外では焚き火が一番だね



12:3012:3012:3012:30

　食後の歓談タイム。　横浜の「自家焙煎珈琲店　陽のあたる道」さんからご支援いただいたコーヒーをいただくことに。　一人分ずつ飲めるよう

挽きたての豆がパッキングされているものを提供くださいました。　お店の名前でもある「陽のあたる道」ブレンド、おいしくいただきました。

秋田の「かづの銘酒株式会社」さんより、昨年に引き続き日本酒「千歳盛」も大好評♪　「今までで１番おいしい！」と、８０歳代後半のお父さんも

ご機嫌でした。　ストーブの上にはいつの間にかみかんが…。　「温かいみかんおいしよ～」とお勧めいただきましたが、「いける！」、「……」、

好みが分かれたようです（笑）

13:3013:3013:3013:30

　満腹だったお腹もこなれてきた頃、マッサージタイムへ。　「マッサージを練習してきたのですけど、どうですか？」と、お声かけすると

快く「じゃ、やってもらおうかな…」と受けてくださいました。　不慣れな手つきにも「気持ちいいよ～」、「なんかほぐれたかも…」と、

喜んでくださり、「また次の時までに腕を磨いてきますね。」と、お約束しました。

次はもっとマッサージの腕をあげてきますね！ 　　　　　　　「陽のあたる道」ブレンドコーヒー

15:0015:0015:0015:00

　そろそろお別れの時間。　「こんなに楽しいのは初めてだ！」、「いつもよりにぎやかになったわ。」と言ってくださいましたが、楽しい時間は

あっという間に過ぎてしまいます。　他愛のないお話をして過ごし、ずっと笑いっぱなし。　私たちも親戚と過ごしたような気持ちになりました。

外はまた雪がしんしんと舞っていました。　お酒も入り足元が心配された高齢の父さんをお宅まで送ることに。

玄関を入ると「静かだな…」と、つぶやかれたとのこと。　在宅地域であるが故に行政の支援も遅れていたこの地域。　

また必ず会いに来ようと、強く思うメンバーでした。

針浜地区活動レポート針浜地区活動レポート針浜地区活動レポート針浜地区活動レポート

針浜地区仮設住宅 （40世帯　100人）

リーダー： 三上　加寿子　　サブリーダー：府川　めぐみ

メンバー： 近藤　尚之、　後藤　奈津子、　藤原　朗、　古山　美有樹

仲村　光史、　島田　束沙、　松尾　健一、　平林　真百合

　針浜地区仮設住宅も同じく半年振りの訪問。　目の前が万石浦のこの地域、海風が強く、

設営の位置に悩みます。　外のテントで、大きな寸胴を使いベースとなるスープを作り、

集会場の中で小分けにしたお鍋を囲みながらの昼食会を行うべく、準備を始めます。　

調理スペースの横のテントにはストーブを置き、周りをビニールで囲み、椅子、テーブルを

置いて即席の談話室を作ります。　設営を手伝ってくれたお父さんや、手伝いに来てくれた

お母さんたちの協力で、テキパキと準備を進めていきます。

　昼食が出来上がる前に、あらかじめ準備が終わったため、手の空いたお母さん達に

メンバーが積極的に話しかけ、ハンドマッサージを勧めます。　はじめは遠慮されていた

お母さんたちも、メンバーに促されて、横になってマッサージを受けてくださいました。

人にマッサージしてもらうなんて、何年ぶりだろうと、喜んでくださいました。

　一方、各住宅にお声がけをする告知隊もフライヤーを持って出発です。　今回は昨年度に引き続き横浜市万騎が原小学校より、

収穫したもち米のプレゼントのお届けも行いました。　各ご家庭に配布できるよう、小分けにされた餅米に生徒からのメッセージがついています。

小学生達が自分達にも出来ることをと、積極的に取り組んでくださったそうです。　たくさんの子供達の思いの詰まった大切な袋を、

仮設住宅一戸、一戸、お訪ねして、思いを届けます。

　　　　焼きみかん、お味は？？

楽しそうな雰囲気が伝わるようにと、
作られたポスター



11:3011:3011:3011:30

　お鍋の準備ができる頃には、雪も止み、暖かい日差しが戻りました。

小さなお子さんも、やわらかく煮えてホロホロになった大きな鶏肉が入った鍋を、パクパクおいしそうに食べてくれました。

最近はボランティアに来る人も少ないそうで、同じ仮設住宅に住んでいてもお話をする機会がなく、寂しいとのお話もありました。

温かい日差しと、ストーブで温まった外の即席談話室でも話進みます。　鍋でお腹一杯になった後は、肩もみをしながらお話を伺いました。

「こういう機会を作っていただいて、ありがとう」との暖かいお言葉に、再訪できて本当によかったとの思いで胸がいっぱいになります。

13:0013:0013:0013:00

　昼食の後は、スティールパンとギターのミニ演奏会です。　鍋を片付け、机をよせて演奏会場に早変わりです。

今回始めて参加したギターの松尾とスティールパンの平林はこの日のために、カラオケボックスで練習を重ねてきてくれました。

ディズニーのメドレーや南米を思わせるコーヒールンバ、最後は用意した歌詞カードで全員で合唱です。

子供二人と一緒に遊びにきてくれていた若いお母さんは、「癒されるわぁ」と、つぶやいていらっしゃいました。

一時間ほどの演奏会でしたが、集会場に集まった方々の間にながれる、とても緩やかな、温かい時間を、共有できたように思います。

　ミニ演奏会の後は、「自家焙煎珈琲店　陽のあたる道」さんからのご支援のコーヒーを飲みながら談笑する方、マッサージをを希望されて

横になる方、珍しいスティールパンを試しにたたいてみる子供達、思い思いの時間を過ごしていただきました。

　初参加の男性メンバーの一人も、思わぬマッサージの腕前を披露。　普段なかなか治療院に行けないとおっしゃっていたお母さんに、

大変喜んでいただいたようです。　そうこうしている間に窓の外の天気が急変、強い風と雪で遠くが見えないほどになっていました。

外のテントも片付け、集会場の洗い場で洗物をさせていただき、撤収にとりかかります。

　片付けも終り、最後まで残ってくださったお母さん方にご挨拶して、再訪を誓ってお暇しました。　吹雪の中、集会場の外にまで

出てきてくださり、いつまでもいつまでも手を振ってくださったお母さん達の姿に私たちもいつまでも手を振ってのお別れでした。

報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）報告会及び懇親会（華夕美にて）

ゲスト： 青木 久幸 様　（青木廻船問屋）、　針浜仮設住宅　桜井自治会長

報告会では、最高気温2℃という寒い女川町ですが、メンバー全員が女川町の方々と暖かいふれあいの時間がもてたこと、集会場を

訪ねてくださった方々のお喋りが弾んでいたこと、音楽がもたらしてくらたあの緩やかな温かい時間のこと、それぞれが感じた集会場での

出来事が報告されました。　土日ということもあって、出かけていらっしゃるご家族もいらしたようですが、家に残っていた方々が集って

下さったことに意味を感じたこと、閉塞的な仮設住宅での生活の中で、非日常の時間を過ごしていただき、普段話さない方々があの場で

お話をしてくださることで、コミュニティー作りにわずかながらですが、貢献できたように思います。

　集会所の前即席談話室と調理のテント 美味しくできたから、食べてね。　　　メッセージ入りの餅米はかわいい包装

　ミニ演奏会の始まり♪ スティールパンに興味深々 　　　　　また来ます！
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一夜にして車の上に厚く積もってしまった雪を取り除き、なんとか宿を出発しました。　蒲鉾本舗高政さんの万石の里でお土産の蒲鉾を

購入、希望の鐘商店街も訪ねました。　早い時間の為、商店は閉まっていましたが、商店街の一角にある女川観光協会に立ち寄りました。

前夜、私共も宿泊していた華夕美さんにて、希望の鐘商店街の方々が集まっての新年会を催されていたとのこと、全部の店舗が集まっての

集いは初めてとのことで、今後の商店街の発展のためにお酒を交えながら色々な意見交換がされたそうです。 復興に向けて外から助けて　

もらうだけではなく、自分達の手でできることを模索しながらやっていかなくては、との思いをもたれているようでした。

最後の立ち寄り場所、マリンパル女川に移った頃には雲もはれ、目の前に広がる万石浦は雪化粧の女川町に囲まれとても美しい景色でした。

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

十数年ぶりの大雪に見舞われた女川町でしたが、迎えていただた方々の温かさに、訪ねた私共一同、本当に感謝しております。

今回の活動は東北被災地応援団 白金支部が目指したい、心より添う支援の活動というものが、形になって現れていたように感じました。 

参加したメンバー、一人一人もそれを体感していたように思います。　試行錯誤の活動、小さなことしかできませんが、

今年も引き続き支援に携わらさせていただきたいと思います。

　

５. 今後の予定５. 今後の予定５. 今後の予定５. 今後の予定

◆「一緒にがんばっぺ女川！～女川支援団体報告会～」

【日程】 2月23日（土）16：00～18：00

【場所】 港区スポーツセンター会議室

　女川町を支援する複数の団体が意見交換と情報共有をすることにより、これまで各団体が個々で検討していた支援内容に、より大きな

広がりと繋がりを作ることを目的としています。　東北被災地応援団 白金支部はこの報告会を、全面的にバックアップいたします。

◆女川町３月支援活動

【日程】 3月15日（金）夜～17日（日）　

【活動内容】

針浜仮設住宅及び石浜地区在宅にて、昨年に引き続き人形町今半さんのご支援によるすき焼きパーティーの昼食会、ハンドマッサージ、他

◆第三回チャリティーコンサート"がんばっぺ東北！”

【日程】 5月25日（土）

【場所】 東京都港区高輪区民ホール

　一昨年、昨年に引き続き、チャリティーコンサートを開催させていただくことになりました。　震災から2年近い月日を経て、東京では

震災前と変わらぬ普通の生活に戻り、メディアでの震災報道も激減、東北の被災地域への関心は減り続ける一方です。　

このイベントを通し、ご来場いただく方々に今の被災地の現状を知っていただき、共に被災地へ心を寄せる一日を作りたいと

考えております。　女川町からのゲストのスピーカーの方を向かえた講演のほか、パフォーマーの方による楽しいパフォーマンス、

バンドによるライブなど、たくさんの方々にご来場いただくべく、現在企画を進めております。　

車も一夜にして雪化粧、皆で雪下ろしです。 雪景色の女川町の風景に囲まれる万石浦



◆復興支援バスツアー in 女川町

【日程】 　6月15日（土）～6月16日（日）

　これまで私どもの活動を支えてくださった支援者の方々、今後支援活動に携わってみたい方々などを募っての、一泊の

復興支援バスツアーを現在企画中です。　

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)

松尾　健一（ギター） 仲村　光史 小澤　 徹 近藤　尚之

藤原　朗 後藤　奈津子 安部　由美 渡邉　淳子

島田　束沙 平林　真百合 府川　めぐみ 古山　美有樹

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 小澤　雅志 若本　智子 飯星　広徳

橋本  翔二 小澤　静子 相原　朋子 飯星　美樹

川端　陽子

　 (3) 食材等支援提供 (敬称略/順不同)

株式会社　ビー・エヌ・アイ かづの銘酒株式会社 横浜市立万騎が原小学校

自家焙煎珈琲店　陽のあたる道

(4) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

ホルモン焼き夏冬 万騎が原小学校職員有志 相原　朋子 古山　美有樹

後藤　奈津子 安部　由美 渡邉　淳子 府川　めぐみ

島田　束沙 平林　真百合 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２５年２月４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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