さん
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『農と食の邂逅』特別号 東日本大震災 年

伊藤 惠子


株式会社はなやか 代表取締役

―

その人は、おふくろの味を特徴にした菜園レ
ストランをオープン。そのわずか３カ月後、東
日本大震災に見 舞われた。それから避難所へ
の弁当配達がはじまった。
祖母の想いの詰まっ
た、
３カ月 、
２００ 食 余
。本誌２０１１年
８月号で紹介した、その人を再訪した。



宮城県美里町

遠い通学路を帰ると
祖母の味噌焼きおにぎり
「けぇ」
とひと言
食べるという行為は空腹を
満たすだけでなかった

10

頁：震災直後、避難所に届ける弁当をつくる惠子さん。「届くのが毎日楽しみ」と
いうお年寄り、「食が細くなった子どもがこのお弁当はちゃんと食べてくれてう
れしい」という母親の声がいまも記憶に残っているという（２０１１年６月撮影）
頁：
（右上）魚市場で仕入れる食材を吟味する（ 年６月撮影）
（左上）
「野の風」に隣接する畑にて。震災後、畑を ㌃増やした（ 年 月撮影）
（下）従業員数は 人。「食堂、加工、農業といろんな仕事があるから、コロナ禍に
あっても雇用が維持できているのだと思います」
（ 年 月撮影）

▪発生日時

日㈮

時

分

46

東日本大震災

２０１１年３月

▪震源および規模

14

▪住家被害 全

壊…

壊…

一部破損…

万１９９６戸

万２９４１戸

万８４６１戸

４万７７３７名

災）について（２０２０年３月

日）」

資料：復興
、
 庁「東日本大震災からの復興の状況と取組」（２０２０年９月）
緊急災害対策本部「２０１１年東北地方太平洋沖地震（東日本大震

▪避難者数

半

死者１万９７２９名（災害関連死を含む）
行方不明者数２５５９名

▪人的被害 

各地で大 津波を観測（最大波… 相馬９・３㍍
以上、宮古８・５㍍以上、大船渡８・０㍍以上）

▪津波

震度６弱…岩手県沿岸南部・内陸北部・内陸
南部、福島県会津ほか

震度６強…宮城県南部・中部、福島県中通り・
浜通りほか

震度７……宮城県北部

▪各地の震度

三陸沖 モーメントマグニチュード Ｍｗ９・０

11

美里町

注：人的
 被害、住家被害、避難者数は２０２０年３月１日現在。
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回想／ドキュメント・伊藤 惠子

あの日
あれから
日々、一歩前へ


（2011年６月撮影）
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。

。惠子さんが、
一呼吸おいて語った言葉

歳）と徐々に拡大。
２００１年、美里町内に農産物直売所「花野

配達をきっかけに交流も生まれた。避難所に身を寄せる人々

閉鎖される８月下旬まで休むことなく続いたという。弁当の

２０１１年５月下旬から始まった弁当の配達は、避難所が

けます」

―

はいまも頭に残っている。「弁当の配達は必要とされるまで続

ここまでこられた」

―

青山 浩子 （新潟食料農業大学講師・農業ジャーナリスト）
河野 千年 （本誌特派 フリーカメラマン）

食や農に寄り添い続けて

伊藤惠子さん（ 歳）は、 年前と変わらぬ笑顔で出迎えて
くれた。
を営む専業農家に嫁ぎ、
２㌶だった経営規模を夫の昇さん（
果市場」が開設されると同時に、公募により、直売所内の食堂

に「うちの田んぼの田植え作業を手伝えってもらえれば」と声

の運営は、長年の夢を実現する出発点となった。味噌焼きおに

たいことを何でもやろう」と決意を固めていた。「はなやか亭」

のの、切りのいい金額になるようにお金を足し、再び惠子さん

れたお礼を包んで渡そうとした。するといったん受け取ったも

をかけたところ、
５人が名乗りをあげた。当日、汗を流してく

は近くにある茅葺きの民家白山堂を借りて、農家レストラン

人に使ってほしい」と。東北地方の人々の情の深さを知るエピ

のもとに持ってきた。「自分たちよりもつらい思いをしている

震災に見舞われた。

３カ月に及ぶ避難所への弁当配達
東日本大震災の直後は、毎日、
２００食以上の弁当をつくり、
２カ所ある避難所に届けていた。朝４時には「野の風」に併設

り戻そうとする様子がうかがえた。別のお客さんからは、 種

「ようやく車が手に入ったから」
という言葉に、
徐々に日常を取

大きな被害を受けた石巻市からお客さんが来てくれたのだ。

震災から半年経った頃、「野の風」にうれしい来客があった。

も開いた。白山堂の賃貸の契約更新がかなわず、みずから建物
し、 年 月 日、日本家屋の菜園レストラン「野の風」がオー

ソードであり、惠子さんの胸に今でも残るひと言だという。

06

を建てることにした。自己資金を元手に、融資と助成金を活用

はく さん どう

ぎりなどおふくろの味を前面に出した料理は好評で、 年に

か

「はなやか亭」の運営を始めた。その前年、乳がんを患い、「やり

はな や

73

惠子さんは、宮城県河南町（現、石巻市）出身で、稲作と酪農

68

プン。同年、法人化も果たす。そのわずか３カ月後に東日本大

20

する加工施設で準備を始めた。当時、猫の手も借りたいほどの

震災から 年が経とうというこのタイミングでの思いを尋

で来られない家族が楽しみにしているのだという。

けど、
持ち帰り用にもう１人分つくってけろ」
と言われた。
店ま

類以上のおかずが並ぶ野の風ランチを注文したうえで、「悪い

10

12

忙しさにもかかわらず、車で 分ほどの、津波で大きな被害を

すると、落ち着いたように見えるかもね。でも、人々の心の復

ねてみたが、「そうだね」と惠子さんはしばし考え込んだ。「一見

10

10

受けた沿岸に案内してくれた。「私はいろんな人に助けられて
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特別号

何か入れよう」というひと言だ。すかさず周囲のスタッフから

「あ、また（オーナーの口癖が）始まった」と苦笑されるという。

し、農村で起業した女性農業者の多くがそうであるように、収

弁当の配達は、傍からは「被災者への支援」に見える。しか

たちが提供する料理や惣菜は、すべて手づくりで、手間ひまの

願いされたら絶対に断らないから（笑）」と惠子さん。惠子さん

ない。現在の取引先は、すべて先方からの依頼によるもの。「お

人に増えた。以前は、

きた。「私の仕事といえば畑作業と、塩釜や仙台の漁港に魚を

山形県との県境にある船形山からの吹きおろしの強い風が吹

23
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興はまだまだ。経験した人でないとわからないことだと思いま
す」と、言葉を選ぶように話してくれた。

「何か入れたくなってしまう。やっぱり喜んでもらいたいから。

商売だけっていうより、喜んでもらいたい。それが回りまわる

年という期間は確かに区切りとしてわかりやすい。だが、

被災した人々や地域にとっては一つの通過点であり、その前と

と自分に返ってくるのかなって」

益だけではない食や農の魅力を伝えんとする強い意思で、惠

かけ方は半端なものではない。スタッフから「そんなに引き受

そんな旺盛なサービス精神だけで納め先が増えたわけでは

子さんはこれまで奮闘してきた。それが、震災直後は避難所へ

あろう。

年目を迎え、スタッフも

歳）がメインで担うなど、経営承継を着実にすすめて

め、さらにはデイケアサービスセンターに弁当を納めるなど取

弁当パックにおかずを詰める作業をしていると、容器に小

く。「強すぎて大変な時もあるけど、暑い夏は風のおかげで生

なかでも「とにかく夢中になれる」のが畑仕事。畑に立つと、
さなすき間をみつけた惠子さんが発する口癖がある。「ここに

１億円の売上高を突破し、現在も維持している。

仕入れに行くことぐらい」とうれしそうに微笑む。

さん（

作業をスタッフに任せている。「はなやか亭」は長男の嫁、重美

陣頭に立って切り盛りしてきた食堂、農産加工ともに、多くの

起業から

一つの野菜から生まれる触れ合い

経営者としての踏ん張りが周囲の人々に伝わっている証でも

れてきたおかげ」と繰り返した。それは、惠子さんの食への想い、

さんは前回も今回も「ここまで来られたのは、周囲の人に恵ま

る経営者魂。これらが食べる人に伝わらないわけがない。惠子

少々無理なお願いであっても断ることなく、前向きに受け止め

弁当や惣菜から伝わってくる温かさや、やさしさ。そして、

笑い飛ばす。

って考えればいい。そういってすべて引き受けてきました」と

けて大丈夫？」と心配される。「やってみて無理なら、立ち止ま

年」を象徴する言葉を引き出そうとした自分

経とうと、 年経とうと、食べる人に寄り添い続けるであろう
惠子さんに、「
を少し恥じた。

あらゆる依頼に真心で対応

分かけて学校から帰ってきた惠子さんを喜ばせ

。
この想いが、
惠子さんが業を起こした原点だ。
小学生の

食べるという行為は、単に、空腹を満たすだけのものではな

―
い
とき、片道

てくれたものが、祖母がつくる味噌焼きおにぎりであり、はっ
と汁（すいとん）だった。「けぇ
（食べなさい）」という祖母のひと
言とともに、おなかを満たす瞬間。何ものにも代えがたい喜び
だった。この味がもたらすやすらぎ、喜びを多くの人に届けた
いと「はなやか亭」を始めた。
現在は、
２軒の食堂を切り盛りするとともに、直売所や食

12

10

品スーパーなどに、惣菜や餅などさまざまな農産加工品を納

20

40

引先は多岐にわたる。法人化して３年目には目標としていた

38

10

20

の弁当というかたちとなって表れたということ。
震災から 年

ことだろう。

後で特別何かが変わるわけではない。惠子さんにとっても同じ

10

き返る。もう少し頑張ろうと励みにもなる」
。経営も同じだろ

女性参画を重要視し、そのための環境づくりに努めてきた。こ

は、全国女性農業委員ネットワーク会長になり、農業における

で、内閣総理大臣賞に輝き（２０１６年度）
、黄綬褒章も授か

れらの活動は高く評価され、農林水産祭の「女性の活躍」部門

う。時に向かい風を受けるが、周りの人の支えが追い風になる。
「野の風」という店名はまさに言い得て妙だ。
畑は、食事を終えた客と会話をはずませる貴重な場でもあ

したい」とのこと。「一本といわず」と惠子さんはすすめる。オク

ている。「子どもたちへの農業体験をこれからも受け入れてい

それでも惠子さんの視線は相変わらず生産現場に向けられ

った（２０１９年度）
。現在は、美里町農業委員会の会長として、

ラの大きな黄色い花に驚く人が多く、「これは何の花？」
とよく

きたい」と抱負を語る。東日本大震災で避難を余儀なくされ

る。「立派なナスだね。
一本もらってもいい？」という人に、惠子

聞かれる。目の前にオクラの実が空に向かってなっているのに、

た地域の小・中学校の生徒をたびたび受け入れた。最初は水田

平日は役場で農業委員関係の仕事にあたることが多い。

である。「キュウリやナスのように実は下を向いてなるものと

に入ることをためらう子どもたちが夢中で遊ぶ様子を何度も

さんは「一本だけって、何に使うの？」と聞くと「味噌汁の具に

思うのか、気づかない人が多いみたい。
こうやって野菜一つから

目にした。「自然の力は大きい。いじめなどの問題もあるけれど、

。

会話が始まり、触れ合いが生まれるんです」

こういう体験が子どもにとって何かしら役立つと思う」
と惠子

―

「菜園レストラン 野の風」と名付けたのは、畑と食べる場所

さん。

「米さえあれば、だれでもおにぎりが握れることを知ってほし

もであっても、農と食のつながりがなくなっていると感じる。

ニで売っているやつ？」と言われたそうだ。農村に暮らす子ど

にぎりを握っているんだよ」と答えると、「おにぎり？ コンビ

ある子どもから「おばちゃん何している人？」と聞かれ、「お

を近づけたいという惠子さんの願いが込められている。その想
いは現実のものとなった。食べることを介し、さりげない会話
がうまれ、
農業が食べる場所の近くにあることを知ってもらう。

農と食のつながりを子どもたちに
多くの触れ合いを生んだ
「野の風」も２０２０年は、
コロナ禍

い」と惠子さん。

「野の風」はランチ時間を終え、店内には静けさが漂ってい

で食事に訪れる人の数が前年に比べ減った。そんななか「代わ
りに、弁当を頼む」「仕出しとして届けて」と注文してくれるお

避難所でおいしそうに食べる人々が思い浮かぶ。「野の風」を囲

た。それなのに不思議だ。手づくりのやさしい味が好きで訪ね

また、コロナを機に、手が空いているスタッフには、畑の作業

んで、人々の笑顔が幾重にも折り重なっているように見える。

客が少なくない。減ったことを憂うのではなく、注文してくれ

をしてもらうようにした。「自分で種まきからやって、
それを料

これこそが惠子さんがつくり上げた財産だろう。
お嫁さんの重

て来るファン、畑で会話を交わす客、惠子さんが届けた弁当を

理してお客さんに出す。なんか楽しそうにやっているみたい」
。

美さんに「どんなお義母さんですか」と聞くと、「見たまんまの

ることを大切に思う惠子さんだ。

スタッフと畑の距離が近づき、惠子さんはまんざらでもなさそ

人。好きなこと思いっきりやっているお義母さんです（笑）」と

のそばに寄り添い続けるのだろう。 

惠子さんはこれからも、それを天職と確信し、食べる人たち

即答してくれた。

うだ。
みずからの事 業以外にも、惠子さんは重責を担っている。
１９９９年、美里町初の女性農業委員に選出され、宮城県内の
女性農業委員でつくる組織の代表に就任した。
２０１４年に

株式会社はなやか 菜園レストラン 野の風 URL…https://www.nonokaze.com/
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