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気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや

気仙沼の特産品を集めたネットショップができました！ 

 Yahoo!ショッピング内に、気仙沼市物産振興協会が運営するサイト『ホヤ

ぼーやのセレクトショップ』がオープンしました！  

 現在、店舗数は２３、５１商品が並んでいます。魚介類はもちろん水産加工

品やお肉、スイーツ、バッグやサンダル、風呂敷まで、食品以外にも気仙沼

ならではの多彩な商品が揃っています。おトク感のある月替わりのイチオシ

商品も好評です。各商品のメイン画像に登場するホヤぼーやのナビゲーショ

ンもカワイイ！と評判です。今後も新たな商品を紹介していきますので、ぜひ

のぞいてみてください。情報発信はFacebookのほか、限定特典がゲットでき

るLINE@も展開中！LINEユーザの方はぜひ『ホヤセレクト』で検索して"友だ

ち"になってくださいね！ 

 

 ■問い合わせ先 

  気仙沼市物産振興協会  

  電話0226-23-8412 

おしらせ 

気仙沼ファンクラブ３周年 

 気仙沼ファンクラブは平成２５年３月１１日に設立し、国内外から多くの皆様にご入会いただきあ

りがとうございます。 

 平成２８年３月３１日現在、6,118人の方々にご入会いただいております。 

 今後も気仙沼の情報を皆様にお届けするとともに、気仙沼の知りたい情報がありましたら、ご意見を

お寄せください。 

都道府県 加入者 都道府県 加入者 都道府県 加入者 都道府県 加入者
北海道 106 神奈川県 576 滋賀県 22 徳島県 10
青森県 34 千葉県 347 京都府 72 愛媛県 19
岩手県 158 山梨県 26 奈良県 41 高知県 10
秋田県 43 新潟県 40 大阪府 193 福岡県 68
山形県 66 長野県 71 兵庫県 225 佐賀県 26
宮城県 648 福井県 14 和歌山県 14 長崎県 26
福島県 28 富山県 18 鳥取県 4 大分県 24
茨城県 62 石川県 8 島根県 10 熊本県 18
栃木県 146 静岡県 140 岡山県 59 宮崎県 26
群馬県 72 岐阜県 52 広島県 48 鹿児島県 27
埼玉県 1083 愛知県 159 山口県 23 沖縄県 7
東京都 1194 三重県 29 香川県 11 海外 15

 平成２８年４月１４日から相次いで発生している熊本地方を震源とする地震により人的・

物的被害を受けましたことに心よりお見舞い申し上げます。 

 一刻も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。 

■都道府県別加入者 

■平成２８年度 気仙沼ファンクラブ会員特典 

今年も市内店舗の協力により、気仙沼ファンクラブ会員特典を付与していただきました！ 

気仙沼にお越しの際は、ファンクラブ会員証を忘れずに持参し会員特典をご利用ください。 

会員特典の詳しい内容については、同封のチラシをご覧ください。 

第２９回気仙沼天旗まつり ～感謝・交流あがれ天旗！！ おしらせ 

 気仙沼地域では、旧暦の正月に屋号凧や日の出凧などを商売繁盛を祈願して揚げてい

ました。 

 歴史と伝統を後世に継承する行事として、復興祈願、交流推進をテーマに開催されます。 

■日 時  平成28年5月29日（日）午前10時～（強風、大雨時は中止） 

■会 場  気仙沼市波路上岩井崎園地内 

■内 容  ・一般参加者による自由凧揚げ 

        ・凧の会会員による模範演技 

        ・地場産品の即売・飲食コーナー 

        ・郷土芸能ほか 

■協賛事業 ・市内企業等の協賛をつのり屋号凧の製作 

         ・天旗まつりをテーマとした「写真」コンテスト 

         ・海の市展示スペースの凧の展示会 

         ・凧作り教室  

■問い合わせ先 第２９回 気仙沼天旗まつり実行委員会 

        電話0226-22-4560 

 

検 索 ホヤぼーや セレクトショップ 



■その年の天候状況などにより、開花日や花の咲き具合が異なります。気象条件や樹勢などが要因で

きれいに咲き揃わない場合もあります。その年の天候等を考慮のうえ、つつじの鑑賞を楽しんでください。 

■つつじの見頃を迎えた週末は大変混み合いますのでご留意願います。 

■軽登山になりますので、歩きやすい履物でお越しください。 

■ゴミの持ち帰りにご協力願います。 

■登山道周辺には自動販売機等はありません。水分補給用の飲料水等ご持参ください。 

※トイレは込み合いますので、事前に「道の駅」等を利用されることをお薦めします。 

つつじの開花情報 

 日本一のツツジの名所と呼び声の高い徳仙丈山は、気仙沼市と旧本吉町の境にそびえる標高711ｍの山で

す。毎年5月中旬から6月上旬にかけて山ツツジ・蓮華ツツジが満開となり、50ヘクタール（東京ドーム約10個

分）もの広範囲にわたり山全体を赤やオレンジ色に染め上げます。 

 登山口は北の気仙沼側登山口と南の本吉側登山口があります。気仙沼側からは果てしなくツツジの赤が広

がる『つつじが原』を見渡す第一展望台からツツジと太平洋の紺碧が織り成す雄大な景色が見える第二展望

台へ、人の背丈を超すほどのツツジを見上げながら『つつじの街道』を通り山頂へ。 

 本吉側からは、二つのコースから道を選んで進みます。のんびり作業道コースは広い作業道を利用したゆる

やかな道。尾根道コースは登山の景色を楽しみたい人におすすめの道になっています。両コースとも山を覆い

尽くすツツジや太平洋の美しい展望を満喫しながら歩く事が出来、どちらから登っても頂上までは40分ほど。頂

上には360度ぐるりと見渡せる絶景が待っています。 

徳仙丈山とは 

これから 

見頃になります！ 

＊日 時 平成28年5月21日(土)  午前10時～ ※時間は変更する場合があります。 

＊場 所 徳仙丈山お祭り広場 

＊内 容 出店、登山者案内 など 

＊お問い合わせ 徳仙丈山つつじ保存会  ☎0226-42-3784 

本吉側 

＊日 時 平成28年6月5日(日)  午前10時～午後2時 

＊場 所 徳仙丈山森林文化センター 

＊内 容 木遣り会によるオープニング、歌謡交流会、出店など 

＊お問い合わせ 徳仙丈のつつじを愛する会  ☎090-4884-3499 

気仙沼側 

徳仙丈山 つつじ祭り 

ご来訪の際のお願い 

 これから、見頃を迎える徳仙丈山のつつじの開花情報を

気仙沼市のホームページで確認することができます。 

 満開のつつじを見逃しなく、徳仙丈山にお越しください！ 
検 索 H28 徳仙丈山 

所在地 気仙沼市赤岩物見地内 

基本情報・交通アクセス 

駐車場  【気仙沼側】普通車 150台 バス 7台 

    【本吉側】   普通車 80台 

交通アクセス 

【気仙沼側】ＪＲ気仙沼駅よりタクシーで約30分 

        東北自動車道一関ＩＣより約80分 

【本吉側】  三陸自動車道登米東和ＩＣから車で約50分   

お問い合わせ先 

【気仙沼側】気仙沼市産業部観光課  

             ☎0226-22-6600 (内線534) 

【本吉側】   気仙沼市本吉総合支所産業課 

             ☎0226-42-2600 (内線342) 

シャトルバス 

■運行日／5月14日(土)・15日(日)・21日(土)・22日(日) 計4日間 

■運行時間（1日2往復／片道所要時間45分） 

■運賃／片道 大人500円（小学生以下200円） 

《気仙沼駅におけるJR線接続イメージ》 

往　　路 復　　路

JR気仙沼駅前 9:00 11:00 徳仙丈山 13:00 15:00

市営駐車場前 9:05 11:05 気仙沼海の市 13:35 15:35

気仙沼海の市 9:10 11:10 市営駐車場前 13:40 15:40

徳仙丈山 9：45(着) 11：45(着) JR気仙沼駅前 13：45(着) 15：45(着)

出発時刻 出発時刻

往　路 出発時刻 復　路 出発時刻

JR気仙沼着(電車・BRT) JR気仙沼駅前 9:00 徳仙丈山 13:00 JR気仙沼発(電車・BRT）

8:31着(志津川方面から） 市営駐車場前 9:05 気仙沼海の市 13:35 14：05発(前谷地方面へ)

8：43着(盛方面から) 気仙沼海の市 9:10 市営駐車場前 13:40 14：15発(盛方面へ)

8:45着(一ノ関方面から) 徳仙丈山 9：45(着) JR気仙沼駅前 13：45(着) 14：18発(一ノ関方面へ)

往　路 出発時刻 復　路 出発時刻

JR気仙沼着(電車・BRT) JR気仙沼駅前 11:00 徳仙丈山 15:00 JR気仙沼発(電車・BRT)

10:24着(盛方面から) 市営駐車場前 11:05 気仙沼海の市 15:35 16：05発(盛方面へ)

10：36着(志津川方面から) 気仙沼海の市 11:10 市営駐車場前 15:40 16：05発(前谷地方面へ)

10:37着(一ノ関方面から） 徳仙丈山 11:45(着) JR気仙沼駅前 15：45(着) 16:15発(一ノ関方面へ)


