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１. １. １. １. はじめにはじめにはじめにはじめに

未曽有の被害を東北沿岸部にもたらした東日本大震災、宮城県女川町も甚大な被害を受けた町の1つです。 あれから4年、復興に向けて

「千年に一度のまちづくり」として、一歩一歩、歩みを進めてきた女川町は、この3月21日に大きな節目を迎えられました。 JR石巻線の最終駅

「女川駅」の再開です。 それに伴い「まちびらき」の式典が行われ、翌日22日に開催された「女川町復幸祭2015」は「いざ出航！新生元年」と

銘打ち、華々しく行われました。

復幸祭実行委員の皆様におかれましては、準備から当日まで大変な日々だったかと思います。 そして、その節目の復幸祭に白金支部として

参加させていただけたこと、この場をお借りしてお礼申し上げます。

２.２.２.２. 活動報告 活動報告 活動報告 活動報告

　　 メンバーそれぞれが女川町の「千年に一度のまちびらき」に、「復幸祭」に立ち会いたいと、訪問の計画をたてていたところ、東京での催事開催で

お世話になっている「マルキチ阿部商店」の阿部淳さんより、ご連絡をいただきました。 阿部さんは、まちびらき翌日の「女川町復幸祭2015」の

実行委員長をされており、白金支部にもこの節目のお祭を手伝ってほしいとのご連絡でした。 白金支部としては、もちろんこのご依頼をお受けし、

「女川町復幸祭2015」にスタッフとして参加させていただくことにいたしました。

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 2015年3月20日（金）～3月22日（日）

B.　目的地 女川町 針浜地区仮設住宅、女川町復幸祭2015　山ステージ

C.　活動内容 3/21（土）・・・針浜地区仮設住宅集会所にてお茶っこ

3/22（日）・・・「女川町復幸祭2015」の山ステージにて「ももいろクローバーZ」の入場整理

女川駅、真っ白い屋根はうみねこをモチーフにした形です 女川駅ホームに電車が入ります！

被災された皆様に対し心からお見舞い申し上げます。 また、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

2015年2月16日（月）2015年2月16日（月）2015年2月16日（月）2015年2月16日（月） 第一回活動前打ち合せ第一回活動前打ち合せ第一回活動前打ち合せ第一回活動前打ち合せ

復幸祭のお手伝いのリーダーは、参加メンバー唯一の男性、小澤に決定。 復幸祭は山ステージ、海ステージ２つの会場に分かれて開催

されます。 白金支部は、山ステージのお手伝いをさせていただきます。 山ステージ担当の復幸祭実行委員の「蒲鉾本舗 髙政」の高橋 正樹さん

のご指示の下、活動させていただきます。 実行委員会からのお声がけによってのお手伝い、この記念の復幸祭の主旨を理解し、責任を持って

参加させていただけるよう、参加メンバーの意識のすり合わせを行いました。 そして、前日のまちびらきの後には、針浜地区仮設住宅を訪問し、

お茶っこをさせていただくことにいたしました。

2015年3月2日（月）2015年3月2日（月）2015年3月2日（月）2015年3月2日（月） 第二回活動前打ち合せ　針浜地区仮設住宅訪問について第二回活動前打ち合せ　針浜地区仮設住宅訪問について第二回活動前打ち合せ　針浜地区仮設住宅訪問について第二回活動前打ち合せ　針浜地区仮設住宅訪問について

この日は、針浜地区仮設住宅訪問の打ち合せです。 これまで行ってきた活動を踏まえ、今の針浜仮設住宅の方々が必要とされていること、

白金支部に今できることは何なのか、訪問前にそれぞれが感じていることを話し合いました。 集会所に集まっていただく方々と、以前お届けした

お茶道具を使ってお抹茶を立てていただくお茶っこ班と、集会所にいらっしゃらない方々を戸別訪問してヒアリングを行う班に分かれて活動する

ことにいたしました。

2015年3月20日（金）2015年3月20日（金）2015年3月20日（金）2015年3月20日（金）

翌日の「まちびらき」の式典を見学するメンバーは、前日に石巻に入りました。 メンバーそれぞれの都合にあわせて石巻に向かいます。

仕事が終わってから移動した者は、石巻に21時44分到着。 宿泊の石巻グランドホテルで、先に到着していたメンバーと合流しました。

2015年3月21日（土）2015年3月21日（土）2015年3月21日（土）2015年3月21日（土）

朝朝朝朝

女川駅行きの一番電車は朝7時に石巻駅を出発です。 せっかくなのでメンバーの一人が一番電車に乗り込みました。 車輌は、県外から来たで

あろう方々で賑っていたようです。 これまで最終駅だった浦宿から真新しくのびた線路は、電車を終着駅、女川駅へと導きます。 トンネルを

抜けると、うみねこの形を模した白い屋根の女川駅舎が人々を迎えます。 駅前では、女川町の方々がこの記念の一番電車を大漁旗を振って

出迎えられたそうです。 

他のメンバーは、レンタカーで石巻から女川町を目指します。 白金支部としては半年振りの訪問です。 女川町が近づくにつれて、なんとも

懐かしく、故郷に帰ってきたような気持ちになりました。 そして今回は、「まちびらき」という女川町にとっても節目の日の訪問、女川街道と併走する

女川駅へ続くJR石巻線の線路をそれぞれの思いで見つめます。

9:009:009:009:00

女川町に到着。 地域医療センターがある高台に設置されている、東日本大震災の慰霊碑にお参りをさせていただきました。 女川町を訪れる

度にこの高台から旧女川町中心地を眺めてきました。 今回大きく変わったのは、津波で横倒しになった町の施設「江島（えのしま）共栄会館」が

撤去されていたことです。 町の復興計画を進めるにあたり、震災遺構としての保存か撤去かで揺れてきたこの建物ですが、昨年末に撤去と

なりました。

そして地域医療センターに向かう丘の中腹にある通路には、津波で犠牲になった七十七銀行女川支店の行員の遺族の方々による慰霊の

石碑が設置されていました。 たくさんの花が添えられた石碑にはご遺族の方々の無念な思いが刻まれていました。

「命を守るには　高台へ行かねばならぬ

　どんなに怖かっただろう

　どんなに悔しかっただろう

　どんなに悲しかっただろう

　どんなに無念だっただろう

　東日本大震災を教訓に職場の命を守れ」

メンバー一同、慰霊碑に手を合わせ、黙祷させていただきました。

 駅前に移動すると、式典の準備が進められていました。 真新しい壁に「女川駅」のプレートが光ります。 駅のホームは、お友達と談笑しながら

次の電車を待つ町民の方々、記念写真を撮る方々でいっぱいでした。 



10:4510:4510:4510:45

「おながわ復興まちびらき」の式典が行われました。 須田女川町長は、来場者に語りかけます。

「4年前のあの日、本当に残念なことが起きてしまいました。そこからようやくここまでたどり着くことができました。でも町びらきはまだ道半ば、

町全体の造成進捗率は4割弱。 そのような復興の現状ではありますが、まずはみんなで喜びあいましょう。 そして、大きな明日に向かって

いこうではありませんか。」　目頭を押さえながら町長の話に聞き入る方々が印象的でした。

12:3012:3012:3012:30

昼食後、この日の朝東京を出発したメンバーと浦宿駅で合流です。 駅の周辺で、活動でお伺いしてきた石浜地区にお住まいだった方や、

針浜地区仮設住宅から町営住宅へ移られた方々とお会いすることができました。 皆さん、この日は午前と午後に通る特別列車を旗で見送られ

たそうです。 そして、電車で到着したメンバーが合流、針浜地区仮設住宅へ向かいます。

女性メンバーを針浜地区仮設住宅でおろしたドライバーの男性メンバー小澤は、翌日の復幸祭の設営のお手伝いに向かいました。

13:0013:0013:0013:00 針浜地区仮設住宅集会所  「お茶っこ」針浜地区仮設住宅集会所  「お茶っこ」針浜地区仮設住宅集会所  「お茶っこ」針浜地区仮設住宅集会所  「お茶っこ」

針浜地区仮設住宅の集会所前に車を停めると、すでに部屋を開けて皆さまが、いつものように迎えてくださいました。 メンバーも嬉しくなり、

ほっとする瞬間です。　お茶道具も準備してくださっており、「お茶っこ」の準備を進めていきます。 少しでも春らしい雰囲気がでるように、

赤い模造紙を毛氈に見立てテーブルに敷き、その上に紙で作った桜の花びらを散らしていきます。 あちらこちらですぐに話がはずんでいき、

「バスツアーの写真が嬉しかった」「アロマキャンドルつくりが楽しかった」「バスボムを使ってみたらよかったよ」と、以前の活動のことを

お話してくださいました。

いよいよ準備が整い、「お茶っこ」スタート。 ところが、メンバーみんな本格的にお茶を点てた経験がないことが発覚。 お抹茶の量もお湯の

温度もどのようにしたらよいのやら。 何人か挑戦し、それらしく点てることができるのはメンバーの工藤（節）一人。 次々と点ててお持ちした和菓子

と一緒に召しあがっていただきました。 「お抹茶は苦いと思っていたけど、飲みやすいね」とのお声があったり、茶器をくるっくるっと回し作法を

気にしながらいただいてくださったりと、和やかな雰囲気になりました。 メンバーが話を伺うだけでなく、私たちの話も聞いていただきました。

遊びに来てくださったお父さんに恋愛相談するメンバーなど、まるでご近所のお宅か親戚の家に集まっているような心地よさが生まれます。

駅前では、まちびらき式典の準備が進んでいました 電車も笑ってる？

春先取りのお茶会です！ 和やかな雰囲気で皆さんお話が弾みました



復興住宅への申し込みや抽選が進んではいますが、それでも完成がいつになるかはっきりしていない不安、新しいコミュニティーになじめるか

という不安が少なからずあるというお話も伺いました。 まちが復興へと進み変化しているからこそ新たな課題が出てくるのかもしれません。

それでもよい変化となることを願いたいと思います。

いつも時間はまたたく間に過ぎてしまいます。 復幸祭の設営のお手伝いに行っていた小澤も戻ってきて、最後にみんなで記念撮影を

しました。 「それじゃ、またね」と言っているそばから、また話が続いていき、お別れを惜しみつつ車に乗り込みました。 皆さま車が見えなくなる

まで、お見送りをしてくださいました。 メンバーみんなが「また、お会いしに来たい」と、強く思ってのお暇でした。

16：0016：0016：0016：00

仮設住宅でのイベントで使用する食材などを仕入れる際、お世話になってきたコンテナ村商店街にご挨拶に伺いました。 出迎えて下さった

相喜フルーツの相原さんご夫婦は、今年オープンする駅前のプロムナードの一角に、お店の移転が決まったこと、とても嬉しそうにお話ください

ました。 お隣のマルカネ青木商店さんは、コンテナ村商店街のお店は既に閉じられ、ご自宅の再建とともに敷地内の一角で元々営んでいた

お豆腐の生産を再開される準備をされているとのことでした。 皆さんが、それぞれの選択でなんとか先の見通しをつけられてきていらっしゃる

ことを久しぶりの訪問で感じます。 

その後、「希望の鐘商店街」に向かいました。 こちらは先日のイギリスのウィリアム王子が日本訪問の際、石巻、そして女川町に訪問し、

立ち寄られた場所です。 ここで開催中なのが、女川ポスター展。 東北のクリエイターさん達が中心となって、女川町の企業、商店43社の

ポスターを200枚製作、その中から選りすぐりのポスターがこちらの商店街に展示中で、お気に入りの一枚に投票することができます。

夕方～夜夕方～夜夕方～夜夕方～夜

この日は女川町内にある「花菖蒲」さんでお夕食をいただき、最後に東京を出たメンバーも合流、全員で活動初期からお世話になっている

「女川町復興サポートREALeYE」の高橋ご夫婦が営まれる「Café&Bar OWL」にお邪魔しました。 お店の前では、翌日の復幸祭で出す、

「ほやきそば（ホヤｘやきそば）」の仕込みが行われていました。 使うホヤはなんと30ｋｇ！奥様の一枝さんは手をホヤ色に染めながら遅くまで

準備されてました。 ご主人の圭介さんは、女川と仲間を思う歌を弾き語りで披露してくださいました。 まだまだお話も尽きないところでしたが、

明日に備えて女川町を後にし、宿泊先の石巻まで戻りました。

2015年3月22日（日）2015年3月22日（日）2015年3月22日（日）2015年3月22日（日）

女川復幸祭 2015女川復幸祭 2015女川復幸祭 2015女川復幸祭 2015

朝朝朝朝

車の混雑を予想し、早めに石巻を出発しましたが、女川街道は早朝から女川町に向かう車で、普段の休日より賑っています。 この日もとても

いいお天気で、万石浦は太陽に照らされ、寄せ打つ波が今日の復幸祭を祝うかのように、楽しそうにキラキラと光っています。

8時すぎに女川町に到着。 車を女川駅近くのスタッフ駐車場に駐車し、そこから総合運動場に設置された山ステージに向かって歩きます。 

この駅前から総合運動場に向かう坂道は、前日は「女川復幸男」の会場として使用されました。 「女川復幸男」とは、津波が来たら逃げることを

後世に伝える津波伝承のイベントで、町に津波が到達した時刻、午後3時間32分に、参加者が津波が到達した地点まで駆け上がります。 

今回は200名の方々が走られたそうです。 かなり急な坂道、歩いてでも少ししんどいぐらいでした。

全員ではい、ポーズ！



総合運動場の山ステージに到着。 目玉のイベント「ももいろクローバーZ」のライブと、「水曜どうでしょう？」のトークライブがここで行われます。

山ステージ担当のボランティアは約40名、会場整理、警備を担当します。 全員集まったところで、実行委員の「蒲鉾本舗 髙政」の高橋 正樹さんが

ご挨拶くださり、ステージ運営の方がボランティアの班分けを行いました。 白金支部は、女川町役場の方々と共に、「ももいろクローバーZ」ライブの

入場整理を担当させていただくことになりました。 

海ステージでは10時に実行委員長による開会宣言、須田町長の祝辞に続いて、前日の「女川復幸男」の優勝者が、「希望の鐘」を鳴らし、

華やかなステージが始まっているようです。 山ステージには続々と「ももいろクローバーＺ」のファン、通称「モノノフ」の方々が推しメン（イチ推し

のメンバー）カラーのカラフルな衣装を身にまとい、続々と集まり始めています。

ステージではリハーサルが行われており、その音楽に合わせて応援の振り付け練習をするモノノフの方々にお話を聞かせていただいたところ、

仙台や東京など各地から来られているそうで、女川町に来るのは今回始めてという方だけでなく、以前から「ももクロ」ちゃんが推している女川町を

知りたいと、昨年の秋刀魚収獲祭に遊びに来たりして、既に女川通になっているモノノフの方もいらっしゃいました。

　　　　　山ステージの会場に続々と集まるモノノフさん達

12:0012:0012:0012:00

開場時間が近づき、入り口付近は、入場を今か今かと待つカラフルなモノノフさん達の熱気であふれていました。 入場チェック用のテーブルなど

の設置も完了。 モノノフさん達を最初に迎える私たちも、気分が上がってきます！

12時になりました。 番号順に入場開始です！身分証のお写真、お名前、チケットのお名前を確認し、チケットのもぎりを行います。 その後、

荷物チェックが完了したら入場です。 モノノフさん達も協力してくださり、スムーズに進みます。 老若男女、さまざまなモノノフさん達、お友達、

カップル、ご家族、皆さん笑顔で入場されていきます。 女川町の子供達は特別枠としてステージ前のスペースに入ることができます。

招待券と学校の校章を自慢そうに見せて入る女川町の子供達をいってらっしゃい！と手を振って送り出します。

13:0013:0013:0013:00

抽選でチケットを手にできた5千人のモノノフさん達で会場はあっというまに埋まり、いよいよ開演です！遅れて入る方用のゲートを残し、

チケットの半券の数を確認、片付けにはいりました。 ビートの効いた音楽に合わせてカラフルなモノノフさん達が一斉に踊る様子は、まるで

会場全体が弾けているようで圧巻の眺めです。

14:3014:3014:3014:30

最後まで残しておいたゲートも閉じ、後片付けは終了。 ゲート前には、早くも次の「水曜どうでしょう？」のコアファンの方々がトーク

ライブの入場待ちをされていました。 トークライブの方では、チケットなどによる入場制限などはないとのこと、白金支部のお手伝いは

ここまでとなりました。 実行委員の「蒲鉾本舗 髙政」の高橋正樹さんにご挨拶をし、盛り上がる山ステージの会場を後にしました。

海ステージ側では、たくさんのブースが出店されていて、こちらもたくさんの方々で賑っています。 女川町内からの出店の他、町外からも

沢山のブースが出店されています。 一通り見て回っていると、以前訪ねた仮設住宅にお住まいの方に偶然再会したり、いつもお土産を購入する

お店のお母さんと再会したり、あちらこちらでお話が弾みました。 このお祭りで再会を楽しんでいるのは、外から来た私たちだけではないようです。 

女川町にお住まいの方も、再建中の地元を離れ違う地域の仮設住宅にお住まいの方々が、旧知の地元の方に再会され、近状を報告しあっている

姿などもお見かけしました。 真新しい駅舎を背に、復興住宅の抽選の結果などをにこやかにお話されている姿が印象的でした。

海ステージでは「女川町復幸祭2015」の開会式が行われました
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まだまだお祭りを楽しみたいところですが、女川駅を出る電車もお帰りの方で混み始めているとの情報、道路の混雑を考え、私たちも

女川町を後にします。 次回の訪問の時には、またさらに歩みを進める女川町の形が見えてくることと思います。 次回の訪問を楽しみに

お暇しました。

途中、新幹線に乗り継ぐ古川駅では、嬉しい再会がありました！白金支部と共に活動してきて、現在は故郷の宮城に戻っているメンバーが、

古川駅まで会いに来てくれました。 ほんの15分ほどの再会、積もる話は尽きることなくあっと言う間に新幹線の時間、改札口で手を振って

送ってくれました。  「また一緒に女川に行こうね！」　ここでも再会を誓っての別れでした。

22:0022:0022:0022:00

新幹線の中では、今年計画しているイベントのことや、今回の女川町訪問で感じたこと、それぞれの考えをシェアし、話は尽きることなく

あっという間に東京駅に到着、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

電車、駅、最低限のインフラがようやく女川町に戻りました。 町長のお話によると、小さな町では、一度鉄道を失うと、呼び戻すことは大変

困難なこと、町側からJRに向けて温泉施設ゆぽっぽの併設などでPRし、実現にこぎつけられたそうです。 ここまでの道のりも、沢山の方々が

たくさんの思いをこめて、あるいは思いを捨て、さまざまな取捨選択をしてようやくここまで来られたのだと思います。 そして、女川駅の再生から

さらなる復興へと延びる線路の先に、女川町の未来の姿があります。 真新しい駅舎を背に、女川湾を見つめると、まだまだ周辺は平らな

茶色い大地がひろがっています。 ここにプロムナードができ、商店が再開され、人々の往来ができ、ようやく日常が戻ってきます。 

駅の再開は大きなニュースであはりますが、もともと電車を利用しない女川町の一般町民の方々にとっては、現在の仮設住宅での暮らしに

変化を与えてくれるものではりません。 仮設住宅の集会所では、駅の再開のお話ではなく、今の生活が話題の中心です。 日当りの良くない 

お部屋では、カビが発生してお困りだそうです。 駅は再開しましたが、今後の仕事の環境などを考え、仙台近くに移り住む決断をされた

方もいらっしゃいました。 「生まれ育った町を離れたくはなかったし、海の見えない生活はしたことがないから迷ったけどね。 またいつか戻って

これるといいのだけれど」と、おっしゃっていました。

これからも復興に向けて走り続ける女川町、外から女川町に入る私たちができることは何かのか、今、必要とされていることは何なのか、

女川町で起こっていることを自分ごととして捉え、今後も仲間と考え続けていきたいと思います。

４. 今後の予定４. 今後の予定４. 今後の予定４. 今後の予定

◆白金支部プレゼンツBBQ大会

「女川美味しいもの会・BBQ編」

【日付】 5月31日(日） 11:00～15:00

【場所】 城南島海浜公園

【内容】

女川産のおいしい食材をたくさんご用意して、みなさんに知っていただき、味わっていただきたいと準備を進めています。

もちろん、おいいしいお酒もご用意いたします♪　どなたにも参加いただける会です！

詳細は今後の弊会ＷＥＢサイトや、月１で配信中の女川NEWSでお知らせいたします。 乞うご期待です！

　　駅舎のゆっぽっぽから復幸祭の会場を眺めます海ステージでは、女川町のヒーロー「イーガー」ショウも！



◆白金支部プレゼンツ復興応援ツアー

【日程】 7月11日（土）12日（日）

一泊二日の「女川町復興応援ツアー」を開催させていただきます！

女川町をこよなく愛する白金支部だからこそ作れるツアーを只今計画中です。 女川町ならではの美味しい食事と豊富な体験プランなど、

参加してよかったなと思っていただけること間違えありません！

こちらも詳細は今後の弊会ＷＥＢサイトや、月１で配信中の女川NEWSでお知らせいたします。 ご期待ください。

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)

小澤　徹 安部　由美 工藤  節子 後藤　奈津子

府川　めぐみ 平林　真百合 三上　加寿子 川端  陽子

(2) 後方支援者 (敬称略/順不同)

工藤 史大

(3) 支援金寄付 (敬称略/順不同)

大門ホルモン焼き夏冬 牧野　卓

(4) 現地受け入れ先

宮城県女川町針浜地区仮設住宅自治会　様 女川町復幸祭2015 実行委員会　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２７年４月５日

　 東北応援団　白金支部

工藤 史大

★東北応援団 白金支部　ＷＥＢサイト★
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