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(宮城県牡鹿郡女川町清水地区)

頑張ろう日本！

頑張ろう東北！

平成２４年５月２９日（火）

東北被災地応援団 白金支部
工藤 史大

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
東日本大震災より１年と２ヶ月が経ち、女川町にも、また、新緑の季節がやってまいりました。
こころ寄り添う活動を目指す、東北被災地応援団白金支部として、今年、三回目の女川訪問です。
われわれが、縁があって、女川町にお邪魔してから、ちょうど１年になります。 震災直後の混乱の中で、
手探りの状態ではじめた活動です。 物資の配布、炊き出しから始まり、現在は、仮設の方のコミュニティー形成を、主な目的に、
現地では、活動させていただいております。 また、被災地報道が少なくなる中、私どもが現地に定期的に訪れ、被災者の方たちと、
触れ合った経験を、東京に持ち帰り、まだまだ、広い支援が必要であることを、伝えていく活動にもなればと思っております。
この度の活動にも、いろいろな方のご支援、ご協力をいただきました。 皆様の思いと共に、女川町に訪問させていただきました。
２. 現在の女川町について
町の中心部のガレキはほとんど片付けられ、現在は、仮置き場に、まとめられています。東京都が昨年11月に受け入れを発表し、
本格搬出が始まったのが、先月、多少は、減ってきたのでしょうか。 復興に向けて、町のあちこちに重機が入り、復興工事が、
進んでいるようにも、見受けられました。 また、詳しくは、後述いたしますが、女川高校グラウンドに、「きぼうのかね商店街」が
作られ、4月29日より、営業が始まっています。
明るい話を見聞きする一方で、１万人以上いた人口の減少率は、一年で、県内ワーストの約１７％。 比較的若い世帯を中心に、
人口の流出に、歯止めがかからないそうです。 また、女川町では、中心部の宿泊施設が、ほとんど流されてしまい、
再建も進まず、復興に当たる作業員の方々は、近隣の市からの通勤されていることもあり、復興特需に沸く仙台市などに比べ、
女川の地元経済は、まだまだ潤わないようです。

重機入って、作業が進んでいます。

何も、進んでいないところも…

まだ残るガレキ…

３. 活動計画
（1）活動場所
清水地区仮設住宅 114世帯 364人
（2）活動内容
「バーベキュー大会＋ネイルワークショップ＋花火大会」
・バーベキュー （お肉、魚介類、お野菜、お米

250食分）

・ネイルワークショップ （普段おしゃれを楽しめていない女性陣に、ネイルの体験、実践講座）
・花火大会 （子供たち向けの手持ち花火）
（3）活動目的
仮設住宅に居住されている方々のコミュニティサポート
４.活動レポート
2012年5月12日（土） 事前打ち合わせ
今回の初参加のメンバーは、１名。いつもは、活動前に２回行う、事前打ち合わせですが、今回は、１回のみ、となりました。
また、当日、地元の小学校の運動会があるということで、急遽、運動会が終わる、夕方からの活動になることが、通達。
花火も行う予定ですので、夕方から夜にかけての活動、事故のないよう、注意点があげられ、皆、真剣に、聞いていました。

2012年5月１７日（木） 後方支援の方による準備がスタートです。
今回、モランボン様、ハインツの依田様より、バーベキュー用にご支援いただいた、
タレが到着。 後方支援の方々による、お漬物の準備や、食材の下ごしらえが始まりました。
女川町に一緒には、行かれませんが、現地の方に喜んでいただきたい、という思いは、
一緒です。 現地でいつも評判のお漬物が、たくさん準備されていきます。
後方支援の方の準備がスタート！

2012年5月18日（金） 荷物の積み込み
今回は、朝の出発ということで、前日に、車に詰め込みの作業を行いました。翌日、朝が早いため、集合するのに、
負担の少ないメンバーが集まり、詰め込み作業です。 男性メンバーが中心となって、手際よく３台に積み込みが行われました。
詰め込み作業の傍ら、後方支援の方の最後の準備が、終わろうとしていました。 当日の会場で、使う看板の色塗りも終わり、
後方支援の方の準備も、すべて終了。 本当にありがとうございます。

男性メンバー中心に積み込みがすすみます。

完了！

後方支援の方の最後の作業。

2012年5月19日（土）
朝、６時の集合。 参加メンバーの変更があった為、配車の変更が発表。
体調不良により、残念ながら参加できなかった者や、平日の仕事の兼ね合いから、体調が心配される者、そんなメンバーを心配し、
急遽参加してくれたメンバーが、いました。 本当に心強い仲間です。 集まった１１人のメンバーで、3台に分かれて、乗車。
いつもお世話になっている、尚礼会の会長がお見送りをしてくださる中、予定どおり、6時30分の出発となりました。

お見送りをしてくださった、尚礼会橋本会長を囲んで

行って参ります！

いくつかのパーキングエリアで休憩をとりながら、東北道を進みます。
朝出発のため、メンバーも、車中から、新緑の風景を、眺めながらの移動です。

３台で東北道を北へ…

いつもの夜出発の移動より、体力的にも、精神的にも、明るい中での移動は、
負担がすくないようです。
石巻港ICで高速を降り、いよいよ女川町へ。 女川町に近づいてくると、
車内にはそれまでの道中とはちがった、空気が。 それぞれが、真剣な眼差しで、 もうすぐ、女川
外の町の様子を見つめます。 前回うかがった時より、復興の進み具合は？
町の様子はどうだろうか？

残った家は、修繕が進む様子が、なく

ほぼ定刻どおり、12時30分に、女川町復興支援センターに到着。
復興支援センターさんに、活動のご挨拶です。 われわれの活動を、受けれいてくださり、
また、活動のご相談に乗っていただいたりなど、大変お世話になっております。
女川町復興支援センター

さて、今回は、お昼の活動がない為、お昼を、女川町でいただくことになっています。 女川町の美味しいものを、
今後、東京にご紹介できれば…との思いもあり、各車両ごとに選んだ別々のお店へ…。

男性２名、女性３名の車は、花菖蒲さんへ。 海の幸と、おそばを堪能させていただきました。 生うにが評判です！

花菖蒲：お刺身

花菖蒲：生うに

男性２名、女性２名の車は、おかせいさんへ。 おかせいさんは、鮮魚店で、バーベキューに使う食材を事前に注文、
お昼の海鮮丼をいただきながら、食材の受け取り、お支払いも済ませます。

おかせい：海鮮丼

おかせい：店内では鮮魚も買えます。

おかせい

男性２名の車両は、食堂おかずやさんへ。 から揚げ定食など、復興作業に従事される方々に喜ばれそうなメニューでした。

食堂おかずや：から揚げ定食

食堂おかずや

女川町には、美味しい海の幸、心こもったお料理がたくさんあります。 お店もだんだん増えているようです。 復興作業にあたる
方々の他にも、町外から、こういったお店を目当てに、町を訪れる方々が増えると、女川町の経済も、潤ってくるのでしょうか。
お昼を各車済ませたあと、４月２９日に営業が始まった、「きぼうのかね商店街」に集合。 新しくできた商店街を、散策しました。
「きぼうのかね商店街」とは、町の中心部の建物がすべて流出し、町内で買い物ができなかった、町民の方々のために、
海外の支援団体からの資金面の援助を得て、木造の仮設商店街が、女川高校のグラウンドに作られました。 女川町で、商売を
続けて行きたい、と願う方々にとっては、待望の場所だったのでは、ないでしょうか。 まだすべての店舗がオープンしていません
でしたが、商店街マップをいただくと、すべて埋まっていました。 飲食店や、食料品のほかにも、衣料品店、学習塾、陶芸教室など、
生活必需のものから、生活余暇の部分まで、網羅できる商店街です。 敷地の一角に居をかまえる、女川観光協会の方に
お話をおうかがいすると、県外からの観光でいらしていただけるかたにも、立ち寄っていただいて、楽しんでいただけるような場所に
していきたい、とのことでした。
「きぼうのかね」とは：JR女川駅前に、汽車の到着を知らせる鐘を４つ使って造った、からくり時計がありました。 駅舎とともに、
津波でながされた４つのうち、１つだけが、ガレキの中から発見されました。 その鐘を掲げ、商店街のシンボルとしています。

きぼうのかね商店街の看板

商店街の仲通

きぼうのかね

いつもお世話になっている、蒲鉾の高政さんにて、預かっていただいた、今回のバーベキューの為に、ご支援いただいた、
叙々苑さんのお肉を受け取り、一路、清水地区へ向かいます。

高政さん蒲鉾工場

預かっていただいたお肉を積んで…

女川湾を左手に進み、ガレキ置き場の間を山側にしばらく進むと、清水地区があります。 １４４世帯、３６４人の比較的大きな、
仮設住宅です。 敷地には、集会場の他に、子供たちの遊具や、住民の方のための、東屋などが、設置されています。

人の背の高さの倍以上に積まれたガレキ

清水地区への入り口にあった看板

到着後、最終の打ち合わせ、段取りなどを確認したあと、仮設住宅の自治会長へご挨拶、荷降ろし、テントの設営が始まります。
われわれが到着すると、当日の運動会を終え、仮設住宅に戻ってきていた子供たちが、遠巻きにしながら、眺めています。
近づいて、「今日は、バーベキューと花火だよ！」と、声がけをすると、「知っている！」との返事。 事前の告知で、
われわれのイベントを知っていた子供たちは、今日のことを、心待ちにしていてくれたようです。
仮設のお母さんたちも、顔をだしてくださり、準備をお手伝い。 「避難所で、千人分のご飯つくってたんだから、お手の物よ」と、
野菜などを次々に、さばいていってくださいました。 ヒューマンサーポート様よりご協力いただき、貸し出ししてただいた、
バーベキューコンロに、こちらもご支援いただいた炭で、火をおこしていきます。 いよいよ、バーベキューの始まりです。

到着後、最終の打ち合わせ

荷降ろしの開始

テントとＢＢＱコンロを設置

告知のチラシ

ご支援いただいたお肉にタレ

お借りしたＢＢＱコンロに、炭

お野菜の用意

火が入り始めたと共に、人が増えはじめ、あっというまに、たくさんの方々がきてくださいました。 本当に、たくさんの方々が、
楽しみにしていてくださったことを実感。 叙々苑さんご支援の、骨付きカルビに、豚肉、地元のおかせいさんで、購入した、
ホタテ貝に、海老に干物、前日から、醤油付けにしていただいてた、いか、 相喜フルーツさんで購入した、お野菜、 どれも、
大変喜んでいただきました。 お話をうかがうと、仮設住宅の立地によって、利便性がだいぶ違うようで、ここ、清水地区は、
あまり利便性がよくないとのこと。 お魚を、女川のおかせいさんで、購入してきたことをお話すると、なかなか行けないそうです。
インフラが、まだまだ整わないことを、実感です。

たくさんの方にお越しいただきました。

ビールも進み、焼肉のタレにお野菜もよく合います

女川災害ＦＭさんが取材に。

ホルモン焼き夏冬からご支援いただいた、ビールも、飛ぶようにでていきます。 娯楽の少ない仮設住宅の暮らし、本当に、
皆さんに楽しんでいただいているようでした。 お酒も入り、親交のある方同士で、お話もすすみます。 反対に、たくさんの方に、
十分に楽しんでいただける量があるか、心配になってきました。バーベキューが進む中、ネイルのワークショップも、進んでいました。

ネイルレポート
集会所内をお借りして、１６時からネイル体験、１７時からネイルワークショップの予定でしたが、
たくさんの方が時間より早めにいらっしゃったので、１５時半からネイル体験を始めました。
小学生の子たちも興味津々に「私も私もー」と集まってきてくれて、古山と府川の２名で、
マニキュアを塗っていきました。中には男の子も。みんなしばらく手をパタパタと乾かしている姿が、
とてもかわいかったです。
ただ流れが途切れず、１７時から予定していた甘皮の処理の仕方とマニキュアの塗り方のワークショップは、
今回ネイル体験のみとなってしまいました。
「普段マニキュアなんて塗らないのよー」という方が多く、とても喜んでいただけました。

準備も終わり、さぁ、ネイルワークショップの始まりです！

楽しみにしていてくださった方が、たくさん！

暗くなってきたので、子供たちが心待ちにしていた花火がいよいよ始まります。 今回花火は、ウスザワ様より、安価で、良質の
花火を分けていただきました。 花火に群がる子供たちの、本当に生き生きとした目が、心に焼きつきます。本当に楽しそうです。

花火に並ぶ子供たち。

さぁ、花火に始まりです！

皆でなかよく…

バーベキューの終わりは、焼きおにぎりと、チャーハンです。 焼きおにぎりは、これまた、お母さん方が、避難所での経験を
もとに、手際よく、次々と形のよいおにぎりができていきます。 チャーハンは、われわれのメンバーで、調理を生業にするものが、
鉄板で、腕をふるいます。 食材なくなり、そろそろお片づけの時間のようです。 最後まで、会場にいらした方々が、
テントの撤収などを、お手伝いしてくださいました。 一度ご自宅にもどられた方の中には、ずっと動いていたわれわれを心配し、
フルーツや、食べ物を持ってきてくださいました。 自治会長様からも、お土産を。心温まるお心使いに本当に感謝です。

ネイル終了！

裏方に回ってくれたメンバーも、お疲れ様でした。

撤収準備

最後まで、人が途絶えなかった、ネイルもようやく終了。 洗物もおわり、暗闇の中、持ってきたライトや、車のヘッドライトを
利用して、撤収です。 最後に自治会長様にご挨拶をして、清水地区を後にしました。
いつもお世話になっている華夕美さんに、午後８時半に到着。 入浴後、遅いお夕飯をいただきながら、報告会を行いました。
メンバーに疲れも見えましたが、今回の活動を通して思ったこと、メンバー、一人ひとりが感想を述べ、また、今後の課題などを、
夜遅くまで話しあいました。

2012年5月20日（日）
翌朝は、ホテルを９時出発。 蒲鉾の高政さん、コンテナ村商店街、マリンパル女川に寄って、美味しいものをたくさん購入して、
女川を後にし、東京へ戻ります。

高政 万石の里

マリンパル女川

マリンパル女川、マルキチ阿部商店

到着後は、後片付け、お借りしていたものの返却、手際よく進められました。 最後に、代表より、挨拶があり、解散です。
われわれは、翌日よりまた普段の生活に戻ります。 しかし、今、この瞬間も、あの地で、たくさんの方々が、寄り添いながら、
暮らしていらっしゃることを忘すれない、という想いを胸に、それぞれの帰路につきました。
5. 活動を終えて
うれしいことですが、想定外に、一度にたくさんの方々が、いらしてくださいました。 コミュニケーションを目的とする会でしたが、
われわれメンバーが、対応に追われて、仮設住宅にお住まいの方々と十分なコミュニケーションをとることができず、耳を傾けて、
お話を聞くお時間が、とれなかったこと、楽しみにしてくださった、バーベキューの食材が、お越しいただいた皆さん、全員に、
ご満足いただけるほど、いきわたらなかったこと、など、今後の課題点が見つかった、今回の活動でした。
われわれもこれまで、いくつかの仮設住宅に、お邪魔してまいりましたが、場所によっての特性を学び、ニーズに対して
効果的に対応できる方法を、考える必要性があることが、わかりました。
課題点も多く見つかった今回の活動でしたが、清水地区は、子供たちも多く、バーベキュー、花火と、喜んでいたけたと、
実感しております。 支援の形に、正解はありません。 寄り添う形の支援とはなんだろう、と、自問自答しながらの、活動です。
今後も、メンバー皆で、考えながら、話し合いながら、東北被災地応援団白金支部としての支援を続けていく所存です。
6. 今後の予定
（１） 第２回東日本大震災チャリティーコンサート がんばっぺ東北！
’まだ、まだ、震災の爪あとが大きな被災地を想って… 仮設住宅で暮らす沢山の日本人を想って…’
日時： 2012年６月３０日 土曜日 10：00～18：00
場所： 港区高輪区民センター区民ホール
港区高輪1-16-25 高輪コミュニティーぷらざ内
東京メトロ 白金高輪駅 1番出口目の前
被災地の報道がすくなくなるなか、まだまだたくさんの方が、先の見えない仮設住宅の暮らしをしいられていらっしゃいます。
東京の方々に、現在の被災地の状況を、まだまだ助けが必要なことを、しっていただきたい、被災地にいらっしゃるかたにも、
東京でも、たくさんの方々が、被災地のことをわすれていないんですよ、と、発信したい。 そんな想いで、昨年に引き続き、
第二回目となります、チャリティーコンサートの開催です。
ご賛同いただきました、アーティストの方々や、パフォーマーの皆様と共に、素敵なコンサートを、作り上げるべく、現在、
準備が進んでおります。 また、当日は、女川からのおいしい物産の販売も、予定しております。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
（2） ７月支援活動
日程： 7月20日（金） 夜 ～ 7月22日（日） もしくは、7月21日（土） 早朝 ～ 7月22日（日）
活動詳細につきましては、現在、調査、検討中です。
7. 補足事項
(1) 参加者 (敬称略/順不同)
府川 めぐみ

安部 由美

末石 義史

近藤 尚之

古山 美有樹

藤原 明

蜜口 真人

小沢 徹

三上 加寿子

仙頭 淳子

工藤 史大

(2) 後方支援者 (敬称略/順不同)
尚礼会町会

四の橋大川商店

藤川 佳代子

小澤 静子

橋本 翔二

藤川 芳恵

加藤 豊

小澤 雅志

川端 陽子
(3) 支援物資提供 (敬称略/順不同)
株式会社

叙々苑

有限会社 ウスザワ

モランボン 株式会社

株式会社 ヒューマンサポートＢＢＱワールド

ハインツ日本 株式会社 依田様

ホルモン焼き夏冬

(4) 支援金寄付（敬称略/順不同）
ホルモン焼き夏冬

Nail salong Cloche

目黒ＢＡＲ ＧＯＮＥ

菅野 のぶ子

橋本 翔二

樋口 京子

安部 由美

古山 美有樹

府川 めぐみ

藤原 明

三上 加寿子

瓜田 創

仙頭 淳子

工藤 史大

(4) 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）
(5) 現地受け入れ先
女川災害ＦＭ 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２４年５月２４日
東北被災地応援団 白金支部
工藤 史大
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