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海の子　ホヤぼーや

～市内初の災害公営住宅が完成～ 
 気仙沼市では、市内28地区に

約2,200戸の災害公営住宅を建

設しており、市営南郷住宅の先工

区（2・3号棟）が市内で初めての

完成を迎え、１月３１日から入居

が始まりました。本年３月末には、

市営南郷住宅後工区（１号棟） 

９０戸が完成予定となっています。

１月３１日の入居式終了後、入居

者への鍵の引き渡しを行い、当日

の午後からは荷物の搬入作業が

始まりました。 

市営南郷公営住宅の概要 
 鉄筋コンクリート造共同住宅 

 (10階建て1棟、6階建て2棟） 165戸 

 附帯施設（集会所・駐車場等） 一式 

健康ウォークin気仙沼  

■日   程   平成27年 3月21日(土）～22日（日） 

■集合場所   気仙沼駅 （集合時間 ： 3月21日 10時40分）  

■解散場所   気仙沼駅 （解散時間 ： 3月22日 14時10分） 

■料   金   12,500円 （気仙沼発着交通費・宿泊料金・昼食代金・現地ガイド料・消費税 含） 

                     ※集合場所までの交通費は各自ご負担下さい。 

■募集人員   13名 （先着順、最少催行人数5名） 

 
３月２１日（土） 

気仙沼駅集合（駅屋根に巨大絵）―安波山(市街地展望)―内湾(有数の漁港)―ばっぱの台所（漁場料理） 

―不動の沢駅＝松岩駅(BRT:バス高速輸送システム）―煙雲館(落合直文生家訪問)―松岩駅＝大谷海岸駅(BRT移動)―はまなす海洋館（ヨガ体験） 

【宿泊】オーシャンビューの宿 はまなす海洋館 ※お部屋は男女別相部屋でのご利用になります。 

３月２２日（日） 

早朝散歩（海岸散策）―はまなす海洋館(朝食)―大谷海岸駅＝陸前階上駅（BRT利用）―杉の下漁港（ワカメ狩り・試食） 

―岩井崎(石灰岩化石群・潮吹き岩見学)―陸前階上駅＝南気仙沼駅(BRT利用)―「海の市」(自由昼食・お買い物)―気仙沼駅解散 

 

■参加条件 
・全行程参加可能な１５歳以上の方 

・現地集合・現地解散 

・モニターツアーのため、アンケートにご記入いただける方 

 

■ウォーキングの際ご用意して頂くもの 
①500ｍｌ以上のペットボトル飲料、帽子、ウォーキングシューズ、 

常備薬（必要な方）、レインウェア  

②当日は速乾性のある化繊品を着用してご参加下さい。 

 

■申込み方法 
次の項目に従ってFAX、E-mail、電話にてお申し込みください。 

①お名前 ②住所 ③年齢 ④性別 ⑤電話番号（携帯番号可） ⑥E-maiｌ 

⑦同伴者の人数及び名前、年齢、性別 ⑧アレルギー等の有無 

 

 『―』←徒歩  『＝』バス利用（BRT） 

株式会社 オーシャンコネクト 

 （TEL）      0226-29-6360 

  （FAX）   0226-22-8870 
 （Mail）    info@ocean-connect.co.jp 
 

申 込 先 

 

      申込み締切日  

      平成２７年２月２１日（土） まで 

住まいの再建に係る今後の見通しについて 
【平成27年2月1日 現在】 

年度 箇所数 区画数
全体区画数に
占める割合

H25年度 1箇所 6区画 済 0.60%

H26年度 19箇所 225区画
うち65区画 済

23.90%

H27年度 25箇所 720区画 98.40%

H29年度 1箇所 15区画 100.00%

年度 地区数 戸数
全体戸数に
占める割合

H26年度 2地区 185戸
うち75戸 済

8.60%

H27年度 25地区 928戸 51.60%

H28年度 4地区 912戸 94.00%

H29年度 1地区 130戸 100.00%

引き渡し予定 完成予定

防災集団移転促進事業 
    38地区 966戸 （46箇所） 

災害公営住宅整備事業 
      28地区 約2,200戸※調整中 

    うち 長屋/戸建  13地区 約1,380戸 

        集合住宅   15地区 約820戸 

第32回 河北新報 

■開 催 日      平成27年4月19日（日） ※雨天決行 

■会   場      気仙沼市立大島小学校・大島中学校 

■コ  ー ス      気仙沼市大島ハーフマラソンコース（距離：ハーフ、10ｋｍ、5ｋｍ、3ｋｍ） 

■参加資格     自己の責任において競技に参加し、大会規定を遵守し制限時間内に完走可能な方 

■参 加 料       一般    3,000円、 高校生   1,500円、 中学生   1,000円 

■申込期間     平成27年3月8日（日）まで 

■申込方法     インターネットまたは専用振替振込用紙   

            ※詳細については大会ホームページをご覧ください。 

            http://www.active-life.co.jp/marathon/raceinfo/kesennuma/ 

■問い合せ先   ○申込に関する問い合せ  

              気仙沼つばきマラソンエントリーセンター     TEL.                 

            ○大会に関する問い合せ 

              気仙沼つばきマラソン実行委員会事務局     TEL    

 

今年で32回目を迎える「気仙沼つばきマラソン」が開催されます。 

現在、出場ランナーの申込受付を行っていますので、多くの方の御参加をお待ちしています。 

※表内の地区数については、地区で完成年度が複数に分かれる場合があること

から、全体地区数の28地区と合致しません。 

 市営南郷住宅２号棟（左）３号棟（右） 

問い合わせ先 
気仙沼ヘルスツーリズム協議会 

 （TEL）   0226-22-4560  

 （FAX）    0226-22-9280 

 



気仙沼市ネットショップ

 

気仙沼を元気にする会実行委員会では、2月11日東京都内において第7回気仙沼を元気にする会を開催します。 

今回は食をテーマに4名のゲストのトークセッションを始め、「食」を中心にしたまちづくりが進む気仙沼市の代表的

な活動の紹介、実際に気仙沼の料理人がつくるメカジキやサメ料理を提供します。是非ご参加ください！ 

 気仙沼市では、市物産品を全国にＰＲし一層の販売拡大を図るため、ヤフー

株式会社との協働事業として気仙沼市ネットショップ「けせんぬまーけっと！」を

開設しました！ 

 気仙沼ならではの厳選商品が掲載されていますので、皆様是非ご利用くださ

い！ 

  

■URL ：http://store.shopping.yahoo.co.jp/kesennu-market/ 

■利用方法： サイト内の「お買いものガイド」をご覧ください。 

■問い合わせ先 

  気仙沼市物産振興協会 Yahoo!JAPANショッピング事務局   

  電話0226-25-8918 （土曜・日曜・祝日を除く 9：00～17：00） 

 

 

プログラム一覧 

■日     時    平成２７年２月１１日（水・祝） 

              11：00～14：30 （開場 午前10時30分） 

■会    場     ダイニングカフェ エスペリア （立食・貸切） 
            東京都千代田区神田神保町2-4 太平電業ビル地下１F (TEL 03-3234-2588） 

■ゲ ス ト      菅原 茂     （気仙沼市長） 

              菅原 昭彦 （スローフード気仙沼理事長／(株)男山本店代表取締役） 

              髙橋 滉     （サメの街気仙沼構想推進協議会／中華高橋水産(株)代表取締役） 

              遠藤 利憲 （鮨処えんどう/気仙沼食材の料理担当） 

■会     費    一般 ： 4,500円    学生 ： 1,000円 （ランチ・飲み物込み） 
 

■申込方法     ホームページ http://genki.ksn-b.com/  （申込専用ページからお申し込み下さい。） 

            FAX  03-6233-6319 

             （名前、連絡先、メールアドレスを明記のうえ、上記FAX番号へお送りください。） 

■問い合せ先  気仙沼を元気にする会実行委員会 

            E-mail  genki@ksn-b.com 

            TEL    050-5534-5614     

            FAX    03-6233-6319 

   

 

■参 加 費  ： 無料 

■参加条件 ： アンケートのご記入いただける方 

■申込期限 ： 平成27年2月6日(金)  

■申込方法  TEL、FAXまたはE-mail にて 

          ご希望のプログラム番号（複数可）、 

          名前、年齢、住所、電話番号を明記の上、 

          下記問い合せ先まで申し込みください。 

 

■申込み・問い合せ先 

  唐桑町観光協会 （唐桑半島ビジターセンター）   

   ・ホームページ  http://www.karakuwa.com/ 

    ・TEL/FAX 0226-32-3029 8：30～17：00 

 （火曜定休）    

    ・E-mail  office2@karakuwa.com  担当：熊谷 

２月７日（土） 

① 歩こう！リアス唐桑・冬の海岸線（9：00～11：

30） 

  担当ガイド ： 三浦 正和 さん  

② 作って飲んできれいになろう♪ 

  大唐桑茶づくり（13：00～15：00） 

  担当ガイド ： 戸羽 芳文 さん 

③ カツオ漁が育んだ海の文化～鮪立まち歩き 

  （13：00～15：00） 

  担当ガイド ： 鈴木 る美子 さん 
 

 

２月８日（日） 

④ 祈りの岬と唐桑御殿～御崎めぐり（9：00～11：

00） 

 担当ガイド ： 千葉 凱 さん  

⑤ 早採りわかめの一本しゃぶしゃぶと簡単料理 

 ２月７、８日に「唐桑・特撰エコツアー」冬のモニター体

験会が実施されます。 

 唐桑の自然や文化の魅力を紹介する６種類のエコツ

アーにモニター（参加無料）として参加いただけます。 

 是非この機会に地元ガイドが案内するとっておきの唐桑

を体験してみませんか？ 

福寿水産 気仙沼ほてい 中華高橋水産 (有)　ケイ

(株)石渡商店 横田屋本店 ミヤカン マルナリ水産

八葉水産 磯蔵 かみたいら カネダイ

かねせん かわむら 大菊 山長小野寺商店

亀山精肉店 からくわ精肉店

ル・デパール シェ・ササキ 気仙沼パン工房

（株）徳田屋 いちからコーポレーション 気仙沼くわ茶エイトク

みなみまち青空市 （株）シャークス 加藤履物店

マスト帆布 ＧＡＮＢＡＡＲＥ（株） （有）島田呉服店

ジェイズ三浦 （有）愛隣オフセット印刷社

けせんぬまーけっと！   検索 

■QRコード 

検索方法 

■インターネット 


