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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4年目を迎えました。 東日本大震災の影響の大きかった岩手、宮城、福島の3県では、今も20万近くの方々が、仮設住宅などで

不便な生活を強いられていらっしゃいます。 復興庁からの発表では、この震災をきっかけに、現在も続く避難生活の中で亡くなられた

「震災関連死」と認定された方々は全国で3089人にも上るそうです。

女川町では陸上競技場だった場所に建てられた町内初の災害公営住宅がこの3月に完成、同月末に202戸の入居が始まりました。 中心地

の嵩上げ工事、護岸工事は来年の女川駅再開を目指して急ピッチに進められています。 そして、会の活動の際にも度々訪れていた、 

「熊野神社」は区画整備エリアの対象となり、行政の建物がその場所に建てられることになったため、移転となりました。 5月の例大祭を終えて

仮宮に移された御霊は、区画の整備が終わった後、元の場所に戻ってお宮が再建されるそうです。 山と海に囲まれている女川町は、平坦な

土地がすくない故、町の再建には、区画の整備、防災を考えた一からの街づくりが必須となっています。 

２.２.２.２. 活動報告 活動報告 活動報告 活動報告

　　 これまで行ってきた仮設住宅や在宅避難地域でのコミュニティ形成のサポートの活動より、今年度の活動は自治会主導の活動のサポートに

重点を置くこ事としております。 そして、9月の支援活動では、針浜仮設住宅の自治会との共催で、日帰りバスツアーの企画を予定しております。

今回の訪問では、バスツアーへのお誘いと、ツアー内容の希望などのヒアリング活動に重点を置いての活動といたしました。

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 20134年6月7日（土）より6月8日（日）

B.　目的地 女川町 針浜地区仮設住宅 （櫻井自治会長　60世帯　100人）

C.　活動内容 ①昼食会 （みんなで手巻き寿司）

②ワークショップＡ （アロマキャンドルを作ろう！）

③ワークショップＢ （バスボムを作ろう！）

　　　　イベント告知のポスター

工事が進む女川町の中心地

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。

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るとともに、



(2)　活動レポート

 5月17日（土） 5月17日（土） 5月17日（土） 5月17日（土）

「活動報告会・女川町美味いもの会」「活動報告会・女川町美味いもの会」「活動報告会・女川町美味いもの会」「活動報告会・女川町美味いもの会」

弊会の活動は、後方支援をしてくだる方々に支えていただいております。 後方支援と一口で言っても、様々な形があり、

個人や団体の方々からのご寄付、企業さんからの協賛品、活動の為の準備などのたくさんの下支えにより私共の活動が成り立っております。

会を支えてくださる皆様に向け、また、活動にご興味いただいている方々に向け、活動報告会を行うことにいたしました。　せっかくお集まり

いただくので、ご報告と共に皆さんと女川町の美味しいものに舌鼓を打とうではないか！ということになり、「報告会＆女川美味いもの会」を

開催させていただきましたことをご報告させていただきます。

日時 ： 5月17日（土）

報告会 ： 15：30～16：30　白金フォーラム17会議室

懇親会 ： 17：00～20：00　たちばな

参加人数 ： 38名（スタッフ参加15名、来場者23名）

【報告内容】

・平成２５年度 事業報告

・平成２５年度 会計報告

・平成２６年度 事業計画

・その他（団体名称変更と今年度の活動参加について） 　　　　　　　　　　　　沢山の方々にお集まりいただきました

　報告会では、昨年度の事業報告として事業ごとの内容、私共が感じたところの成果、そして監査が完了しておりましたので、

会計報告をさせていただきました。 すでにスタートしておりますが、本年度の事業計画として、事業の方針、現在企画している内容を

説明させていただきました。 本年度の女川町支援活動としては、仮設住宅において形成されつつあるコミュニティーの定着化の為の

自治会の活動のサポート、東京での活動では昨年度と同様、女川町観光協会へのサポートとして祭事への出店協力をメインとさせて

いただくことをご報告させていただきました。

美味いもの会では、女川町から取り寄せた沢山の食材をつかって、女川町の地物を中心とした刺身の盛り合わせに、雲丹、アクアパッツア、

穴子の天ぷら、大振りのシャコに蟹と豪華なお食事会となりました。　オードブルに使わせていただいた女川町産銀鮭をつかった

テリーヌは、弊会のイベントなどで度々お世話になっている井上リサ様よりレシピをご紹介いただいた一品です。 食事を楽しみながらも、

せっかく女川町を通して繋がったご縁、皆様のお話が弾むようにと考えた企画、「私が宣伝部長！女川の魅力を皆に伝えよう」と題し、

グループごとで女川町の魅力を話し合っていただき、発表していただきました。 女川町の旬の海の幸、自然、人の魅力などが次々と挙げられ、

どのグループの発表もとても印象的でした。

　今回の集まりをきっかけに繋がりができ、女川町を支援する輪がさらに広がっていくことを期待しできるような会となりました。

ご参加いただきました皆様、本当にありがとうございました。

　　壁を利用してスライドをお見せしました 　　　　　　　　　　懇親会では女川宣伝部長達が自慢の女川を披露



2014年6月7日（土）2014年6月7日（土）2014年6月7日（土）2014年6月7日（土）

早朝早朝早朝早朝

東京駅構内の東北新幹線中央改札口前に5：50に集合です。 朝からの雨で、雨具を持っての集合となりました。 6：04のやまびこ41号

盛岡行きに乗り込みました。 1名は途中大宮からの合流し、古川駅を目指します。 ここからは陸羽東線で小牛田（こごた）駅を経由し、

石巻線で石巻駅をめざします。

9：26　石巻駅 到着9：26　石巻駅 到着9：26　石巻駅 到着9：26　石巻駅 到着

ドライバー3名が予約していたレンタカーを引き取りに向かいます。 石巻にも少し冷たい雨が降っていました。 雨足は時折強くなり、

傘が手放せない一日となりそうです。

10:2010:2010:2010:20

予定より少し遅れて石巻駅を2台の車で出発し、一路女川町を目指します。 女川街道に入り、万石浦が見えてくるといつも思うことですが、

女川町との再会に、嬉しい気持ちになります。 今回お邪魔する針浜地区は、石巻市から女川町に入って万石浦沿いに車を走らせた

所にあります。 仮設住宅からは万石浦の対面に浦宿駅に向かう石巻線を見ることができます。 震災後から2年後の浦宿駅が再開した日に

この針浜地区仮設住宅を訪ねていた私達は、地区の方々と万石浦の向こうに走る電車を眺めたことを、昨日のことのように思い出しました。

11：0011：0011：0011：00

針浜仮設住宅に到着すると、コンテナ村商店街の相喜フルーツの相原さんが、お茶受け用に注文させていただいたメロンと、

マルカネ青木食品さんに注文させていただいていた、レクリエーションで作成する「バスボム」と「キャンドル」の材料を持って来てくださって

いました。 いつもの相原さんの柔和な笑顔にほっとします。 食材や材料を早速受取りお礼をお伝えし、集会所の中に入りました。

昼食会及びレクリエーションレポート昼食会及びレクリエーションレポート昼食会及びレクリエーションレポート昼食会及びレクリエーションレポート

リーダー ： 平林　真百合、瓜田　創

メンバー ： 後藤　奈津子、野口　砂絵子、藤原　朗、加藤　準一、稲吉　華那、矢本　貴俊　

我々が集会所に着くと、桜井自治会長を始め、お手伝いのために、多くの方が待っていてくださいました。 到着が遅れてしまったことを

お詫びしながら、「今日は一日よろしくおねがいします！」と、ご挨拶をさせていただき、準備にとりかかります。 「あのときは机をこうおいたよね」

「今日はたくさん来そうだから、こうやって机を並べよう」など、お母さん方が中心になり、机を配置していきました。

食材が届くまで、しばし歓談。 用意してきたガイドブックを手に取りながら「９月バスツアー」について、ご意見を伺います。 久しぶりのお顔や、

初めてのメンバーに、お互い少し戸惑いつつも、白金支部メンバーの「私たち、一緒に行きたいのでお勧めの場所を教えてもらえませんか？」

などの言葉に、少しずつ口を開いていくださいました。

12：0012：0012：0012：00

お話が盛り上がっている中、手巻き寿司セットを注文させていただいていた「おかせい」さんより食材を引き取ってきたメンバーが戻り、

調理担当の藤原を中心に、酢飯やネタを盛り付けて行きます。 美味しいお魚の話を聞きつけ、普段は遠慮してなかなか参加されない男性陣も

増えてきました。 嬉しいことに、昼食会は、思った以上の参加人数になり、お皿が足りなくなるほどの大盛況、美味しいものを食べながら、

おしゃべりは続きます。 また、家で手に入ったからと、ホヤを持ってきてくださった方もいらっしゃいました。 メンバーもホヤ好きが多く、

あっという間になくなってしまいました。

　　　　　　久しぶりに会う方もいるようでした 　　手巻き寿司のネタとホヤ 　　付箋で挙げたバスツアーの行き先を見返します



13：3013：3013：3013：30

お腹がひと段落したところで、レクの準備を始めます。　「キャンドル作り」では、メンバーの平林が講師です。　持ってきた見本の

キャンドルを見せると「かわいい」「すてきね」と、お母さん方の声が弾んでいきました。 色合わせが楽しいキャンドル。 思い思いの

色の重なりに、個性が光りました。 ろうそくは熱いので、安全には十分配慮しますが、作り方は簡単です。 こちらの仮設住宅に住んでいる

ひかりちゃんも、熱心にろうそくを溶かし、オリジナルキャンドルを作っていました。　私達が初めてこちらにお邪魔したときから一緒に遊んで

いるひかりちゃんは、今年、小学1年生になりました。

もう一つのテーブルでは、「バスボム」作りが始まりました。 お風呂で楽しむバスボムを教えるのは、若手男性メンバーの瓜田です。

この日のために、何度も家で作り方の練習を重ねてきました。 最初はおそるおそる混ぜていた参加者も、「ギュッと固めるといい」と教わり、

力いっぱい形づくりを楽しんでいました。 こちらのテーブルは、男性もたくさん参加してくださいました。 笑顔で思い思いの形を作り、

オリジナルバスボム作りを楽しんでいました。

キャンドル作りもバスボム作りも、固まるまで、少し待たなければなりません。 作業の手は休んでも、９月のバスツアーの話題で

おしゃべりは止まりません。 昼食会の前に行き先候補として話題に出ていた場所は、付箋に書いてホワイトボードに掲示してあります。

それを見ながら、「○○がいいかねぇ」「いや、こっちの方がいいんじゃない」など、すっかり旅行気分です。 今から9月が待ち遠しくなりました。

　　　　　平林リーダーのキャンドル作り教室の始まり！ 　　　　　　　　　バスボム作りは子供達にも人気でした

15：3015：3015：3015：30

楽しいときは、時間はあっという間に過ぎるものです。　そろそろ撤収の時間です。　針浜の方が、今日来られなかったご近所の方へ

お土産にしたいと、残った材料で色とりどりのキャンドルを作ってくださいました。 固まるまで時間がかかるので、翌日まで集会所に置いておき、

後日配ってくださるとのことでした。 来られなかった方達との心の架け橋をつなげてくださった針浜の皆様に感謝の気持ちでいっぱいに

なりました。

ラウンディングレポートラウンディングレポートラウンディングレポートラウンディングレポート

リーダー：三上　加寿子

メンバー：平井　智子

２名がラウンディングチームとして各住戸を回り、今回の集会所でのイベントの告知を兼ねて、9月の日帰りバスツアーへのお誘いをさせて

いただきました。 生憎の雨模様でしたが、｢おはようございます！東北応援団 白金支部です！｣と、元気に一戸一戸にお声がけして回ります。

後で集会所の方に来てくださるという方もいらっしゃいましたが、今日は予定があってこれないという方には、9月のご案内をし、ご都合や

行きたいところをお伺いしました。

いつも集会場での集まりに来てくださっていた方は、今回はたまたま用事があって参加できないことをとても残念に思って下さって

いました。 後でバスボムとキャンドルの作り方の紙と試作品を届けることをお約束し、9月のバスツアーにお誘いしました。 震災前は旦那様と

近隣の温泉や観光地に車で出かけることはあったけれど、震災で旦那様を亡くされてからは行くこともなくなっていたとのこと、お気持ちが

向くようであれば、是非、参加してくださいと、お伝えすると、参加に前向きなお返事をいただき嬉しく思いました。

ご夫婦で昼食中だったお宅では、今日の集会場での集まりのことは知ってはいたけれども、仮設住宅の方々とは普段はご挨拶程度の

お付き合いなので、今日のイベントに参加することを遠慮されているようなお話をお伺いしました。 世間話をしながら9月の日帰りバスツアーの

お話を出すと、玄関で対応してくださっていたお母さんは、後ろでテレビを見てるお父さんに目配せしながら｢いっつもお父さんと一緒だからねぇ、

たまには別行動で参加しようかなぁ｣と、ちゃめっけたっぷりにおっしゃいます。 お父さんは腰が悪いとのこと、｢温泉であれば行ってもいいかな、



お風呂入ってお酒飲みたいな｣と、おっしゃって下さったので、｢行き先はこれから決めますが、温泉いいですよね。 是非、一緒にいきましょう！｣

と、お誘いさせていただきました。　普段、仮設住宅でのお付き合いをされていない方にとっては、バスツアーの内容が魅力的であれば、

参加していただけそうなことを実感しました。

９ヶ月のお孫さんと留守番中というお母さんは、お孫さんをあやしながら戸口で対応してくださいました。 バスツアーの件のお話をすると、

「この子がまだ小さいから遠くに行くのは無理かなぁ」とのことで、お孫さんとの時間を今はとても大切にされているご様子でした。 「もし都合が

ついたら、是非ご参加ください」とお伝えし、赤ちゃんが泣かないうちに早々に退散します。 仮設住宅を訪ねると、震災以降に生まれた小さい子供

や赤ちゃんに度々会います。 嬉しそうにお孫さんの相手をされているお母さんの様子に、私達もなんだかほっこりした気持ちになりました。

在宅でお話を伺えた家には、集会場で昼食後にお出ししたフルーツをお届けして、9月のバスツアーでお会いしましょうと、再度、お声がけ

させていただきました。

お仕事をされている方や、休日でお出かけされている方もいらっしゃるようで、ご不在のお宅も多くありましたが、在宅でいらした

何軒かの方々にはゆっくりお話をうかがうことができました。 今日はたまたま在宅だったけれども、普段は土曜日はお仕事をされている

方も何名かいらっしゃいました。 針浜地区仮設住宅は、ほんの数軒の方が転居をされたそうですが、まだほとんどの方々が仮設住宅を

出る目処が立っていません。 今回の集会場でのイベントにご参加いただけなかった方の１名でも、2名でも、9月のバスツアーに参加

いただいて、新しいお付き合いのきっかけにしていただけたらと思いました。

　　 　　　　皆でつくった色とりどりのキャンドルたち 　　　　　　宿に帰って行った懇親会で桜井自治会長よりいただいた賞状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最後に記念撮影

16：0016：0016：0016：00

既に戻ってきていたラウンディングチームと共に、最後まで集会所にいてくださった方々と全員で記念撮影。 今日一日お世話になった

お礼をお伝えし、9月の再会をお約束して、針浜地区を後にします。 雨の振る中、集会所の外にまで出てきてくだり、私たちの車が

見えなくなるまで、いつまでもいつまでも手を振って見送ってくださいました。

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： 阿部 喜英様（梅丸新聞店）、工藤 貴之様、針浜地区仮設住宅　桜井自治会長、櫻井 政徳様（女川町役場）、

早坂 久美子様（マルキチ阿部商店）、矢竹 拓様（女川町社会福祉協議会）、山田 千裕様（女川向学館）

報告会ではそれぞれがヒアリングできたことを報告します。 9月のバスツアーの企画を練る上での大事な情報となるため、メモを取りながら、

質問し合っての報告会となりました。

続いての懇親会には、女川町から沢山のゲストの方々がいらしてくださいました。 「梅丸新聞店」の阿部さんは、現在、「復幸まちづくり女川

合同会社」の代表も努められ、女川町をブランディングすることに取り組んでいらっしゃいます。 女川町役場に勤められている櫻井さんには、

初めてお目にかかりました。 行政側から見た女川町のこれからのお話をお伺いさせていただきました。また、今回おせわになりました、針浜地区

仮設住宅の桜井自治会長もお越しいただき、「東北応援団 白金支部」として「感謝状」と名誉住民の「認定書」をいただきました。 一年に数度の

限られた訪問活動ですが、こうして感謝のお気持ちをいただくと、本当に嬉しく思います。 SNSで噂になっていた「ほやたまご」を「マルキチ阿部

商店」さんが販売されているとのこと、購入して懇親会でいただこうと注文させていただいたところ、以前から交流のある、北海道と女川町を

行き来しながら支援の活動をされていた早坂さんが、届けてくださいました。 この春から「マルキチ阿部商店」さんに入社されたとのこと、益々

女川町でご活躍されることと思います。 そして、いつも私共の活動を気にかけてくださっている方々と再会することができました。 

お越しいただきました皆様、本当にありがとうございました。



　　懇親会では女川町からのゲストを交えて交流させていただきました 　　　　　　　　　　　　会として初めていただきました！　　　　　　　　　　　　　　　　

2014年6月7日（土）2014年6月7日（土）2014年6月7日（土）2014年6月7日（土）

この日も朝から雨でしたが、変わり行く女川町を自分達の目で確かめたいと、朝から分刻みのスケジュールです。 宿を出発して各所を

訪問させていただきました。

8：008：008：008：00

まずは「蒲鉾本舗髙政」さんでお土産の購入からスタートです。 ほぼ全員が蒲鉾を購入する為、車に積んだ際に、自分の袋がどれか

分からなくならないように、名前を記入します。

続いて「地域医療センター」前に移動、東日本大震災 慰霊碑でお参りをします。 高台から中心地の工事の様子を一望できるこの場所は、

毎回訪問させていただく場所です。 皆、今の女川町をしっかりと自分の目に焼き付けます。 そして、「おちゃっこクラブ」にお邪魔させて

いただきました。 一つ一ついれてくださるここのコーヒーはとても香りがよく注文させていただきたかったところですが、時間が限られていた為、

持ち帰りができるホヤ塩がかかったソフトクリームを注文させていただきました。 手作りのホヤ塩だそうで、海の塩味と甘いソフトクリームが

程よく混ざるとなんともいえない味になります。

9：309：309：309：30

女川湾を左手に南下して高白浜にむかいました。 地域の方々と共にいろいろな取り組みをされている八木さんの新しい活動拠点、

「ゆめハウス」にお邪魔させていただきました。 お父さん達が作ったイチジクの畑を見守るように建っている、木作りの可愛いお家でした。

お母さん達の作業場として、憩いの場所として、そして外から高白浜を訪ねてくる方々のランドマークの場所として、ますますこれからも

発展していかれることと思います。

　　　　可愛い看板 　　　　　　　　八木さんに活動の工夫を伺います 　　　　　ここで作られた作品は全国に発送されます

10：0010：0010：0010：00

女川町の中心地に戻り、今年新しく出来た「女川復興まちづくり情報交流館」にお邪魔いたしました。 二棟のコンテナを使って建てられ、

一棟は女川町のこれからの様子などがジオラマやパネルで展示されていました。　女川町がこれからどういう発展を遂げていくのか、

女川町の未来予想図がここにありました。 もう一棟は、プロジェクターを見ながらお話をお伺いできるようなスペースになっていました。

次年度に企画予定の「第二回復興支援バスツアー in 女川町」での訪問先候補となりそうです。



　展示されていた未来の女川町 　 　パネルを見ながら震災当初のこと、これらのことをお伺いしました

10：4010：4010：4010：40

駆け足で伺った「希望の鐘商店街」では、生憎の雨の日曜日ということもあり、残念ながらほとんどの商店が閉まっていましたが、

空いていた数店舗にお邪魔させていただいたり、「復幸まちづくり女川合同会社」が出資して作った、「がる屋」という地ビールのお店を

外からのぞいたりと、散策させていただきました。

女川町最後の立ち寄りポイントは、「マリンパル女川」です。 6月はホヤの他にもウニが楽しめる時期になってきます。 朝採れのウニを

塩水につけた「塩水ウニ」を片倉商店さんで購入させていただくのを楽しみにお邪魔させていただきました。 また、前夜にいただいた

「ほやたま」は、ここ「マリンパル女川」の「マルキチ阿部商店」さんで購入できます。 昨夜の味が忘れられなく、早速購入しているものも

いました。

訪問予定だったところに全て無事にお伺いすることができ、一同女川町に別れを告げて石巻市に入りました。

11：4011：4011：4011：40

石巻駅に行く前に、「牡蛎小屋渡波」に寄らせていただきました。 少し早めのお昼ご飯です。 ご主人の寺岡さんとの再会も楽しみに

しておりました。 3月に建てられた新しいテントで、寺岡さんがいつもの笑顔で迎えてくださいました。 早速、席に着いて万石浦産の牡蠣を

いただきます。 網に乗せてふたをしてタイマーを7分セット、ピピという合図と共にふたを開けると、ジューシーな海の味そのままの焼き牡蠣の

出来上がりです。 メンバー一同、次から次と牡蠣をいただきました。 寺岡さんの計らいで、旬のホヤもだしていただき、殻ごと焼く「焼きホヤ」を

試食させていただきました。 海の香りたっぷりの焼きホヤも、来年からはこの時期の楽しみな食べ物となりました。

14：12　石巻駅出発14：12　石巻駅出発14：12　石巻駅出発14：12　石巻駅出発

無事に石巻駅でレンタカーを返却。 石巻線で小牛田（こごた）駅までもどり、東北本線で仙台、そこから新幹線で東京を目指します。

17：40　東京駅到着17：40　東京駅到着17：40　東京駅到着17：40　東京駅到着

新幹線の中では、次回の9月のバスツアーの企画の話題で話しは尽きません。 あっという間に東京駅に到着しました。 駅のホームで、

連絡事項が伝えられ、ここで解散となりました。

３. 活動を終えて３. 活動を終えて３. 活動を終えて３. 活動を終えて

震災後、避難所暮らしだった方々の仮設住宅への入居が始まったのが震災から2ヶ月ぐらい過ぎたころでしたでしょうか。 

ここ針浜地区仮設住宅の方々は比較的早い時期に入居されました。　もともとのお住まいの地区や、地域住民同士の地縁などは考慮されて

いません。 もちろん、あの未曽有の災害の後、避難住民の避難所から仮設住宅への移行のすばやい対応を求められていた時期に、行政側が

そこまで考慮することは不可能だったと思います。 町内各所にお住まいだった方々が仮設住宅に集められ、ある日突然ご近所さんとなり、

おそらく当初は、お互いに遠慮され、気を遣い、様子を見ながらのお付き合いだったのではないでしょうか。 入居から3年が経ち、住民の方々の

間でも仲良の方ができたり、お付き合いが苦手で家に篭る事が多くなった方がいたり、もともとのお住まいだった地域の繋がりを大切にされ、

仮設住宅外でのお付き合いの方を大切にされる方など、いろいろな方がいらっしゃいますが、いましばらく現在の負担の多い仮設住宅での

生活が続く方々にとっては、自治会がコミュニティーの要となり、コミュニティーを守っていくことが今後益々重要になってくるように思います。

　 9月に計画しております日帰りバスツアーには、より多くの方々にご参加いただき、コミュニケーションの下支えとなる様、楽しい企画を沢山考え、

提案させていただき、針浜仮設住宅の自治会と共に計画を進めさせて頂きたいと思います。



４. 今後の予定４. 今後の予定４. 今後の予定４. 今後の予定

2014年夏、東北応援団 白金支部は東京港区の2つのお祭りで女川町のPRを行います。 女川町の美味しいものを沢山取り寄せて、皆様の

お越しをお待ちしております。 お祭り会場でさんま焼きの狼煙が見えたらそこがブースになります！

◆白金/四の橋商店街 納涼まつり

【日付】 8月2日（土）、3日（日）

【時間】 15～21時（各日）

【場所】 港区白金3-9-8付近

【最寄】 東京メトロ南北線、都営地下鉄三田線「白金高輪駅」４番出口より徒歩５分

都営バス「四の橋」バス停より徒歩０分

【共催】 女川町観光協会、東北応援団 白金支部

【販売品】 女川産さんま炭火焼き、蒲鉾各種、さんま昆布巻き、ほか女川の味覚、生ビール

◆麻布十番 納涼まつり

【日付】 8月23日（土）、24日（日)

【時間】 15～21時（各日）

【場所】 港区麻布十番2-9付近 「地方物産展 おらが国自慢エリア」

【最寄】 東京メトロ南北線「麻布十番駅」　4番出口より徒歩３分

都営地下鉄大江戸線「麻布十番駅」　7番出口より徒歩３分

【共催】 女川町観光協会、東北応援団 白金支部

【販売品】 女川産さんま炭火焼き、蒲鉾各種、さんま昆布巻き、ほか女川の味覚

５. 補足事項５. 補足事項５. 補足事項５. 補足事項

　 (1) 参加者 (敬称略/順不同)

平林　真百合 瓜田　創 藤原　朗 加藤　準一

平井　智子 後藤　奈津子 三上　加寿子 野口　砂絵子

稲吉　華那 矢本　貴俊 工藤　史大

　 (2) 後方支援者 (敬称略/順不同)

小澤　雅志 安部　由美 川端　陽子

　 (3) 資材、食材等支援提供 (敬称略/順不同)

株式会社　ビー・エヌ・アイ キッコーマン食品株式会社

(4) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

たちばな（白金高輪） 牧野　卓 鈴木　康之、美世子　

　 (5) 現地受け入れ先

宮城県女川町社会福祉協議会　矢竹 拓様

　 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２６年６月１５日

東北応援団　白金支部

工藤 史大
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