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気仙沼市ホームページをリニューアルしました。

気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや気仙沼市 検索

  〆は上質マグロがたっぷりのった贅沢丼！  
 ●函屋と学ぶ！まぐろの流通＆ 

    ちょいのぞきスペシャル丼  
 
   お楽しみの試飲もあります♪ 

 ●酒蔵探検＋お寿司屋さんでメカしゃぶ 
 
   気分はまさに寿司職人！いくらの軍艦巻きにも挑戦！ 

 ●親方直伝！さばいて、にぎって、 

    寿司職人体験 
 
   箱詰めしたトマトはお土産に  
 ●トマト食べ放題！収穫体験、お土産付き 
 
   獲った鮭は「ちゃんちゃん焼き」にしていただきます♪ 

 ●秋鮭！刺し網漁体験 

 

 ココロハコブプロジェクト  

「みやぎフェスタ＠MEGA WEB」 

気仙沼市の復旧・復興状況を 

伝えるパネル展 

 トヨタの東北復興支援活動の一環としてココロハコブ

プロジェクト「みやぎフェスタ＠MEGA WEB」が開催され

ます。 

 みやぎ絆大使 狩野英孝さん・マギー審司さんのス

テージのほか、宮城県の復興への取り組みをはじめ観

光地の紹介、特産品の物販販売などがあります。 

 

 【日 時】 11月５日(土)・６日(日)11：00～17：00 

 【会 場】 MEGA WEB トヨタ シティショウケース １階   

       (東京都江東区青海1-3-12) 

 

 気仙沼ならではのしごと場やあそび場で、楽しみながら 

学ぶ参加型プログラム「しごと場あそび場ちょいのぞき」。 

 今回は、「食欲の秋」ということで、気仙沼の「食」を味

わい尽くします！ 

 この時期だけしか体験できないプログラムと、贅沢グル

メでお腹も心も満たしませんか？ 

 MEGAWEB 検 索 

 市では、気仙沼市の復旧・復興の現状を広くお知らせし、震

災の経験と教訓を伝承するため、全国各地でパネル展を開

催しています。 

 平成26年度はスカイツリー、平成27年度は東京都や大阪府

などを会場に開催、また気仙沼にゆかりがある方々のご協力

により、東京都目黒区や、鹿児島県霧島市でも開催すること

ができ、多くの方々に気仙沼の現状をお伝えしました。 

 今月28日には東京都世田谷区で開催します。被災時の写

真、復興事業について、パネル展示をしますので、ぜひお越

しください。 

 

 【展示期間】11月28日(月)～12月２日(金) 

 【会   場】世田谷区役所 

ホヤぼーやも大好き！ 

「気仙沼・海の幸まつり」 

 気仙沼PORTに海の子ホヤぼーやも大好きな気仙沼の海の

幸がやってきました。ホヤの刺身やいかの塩辛、 

気仙沼ホルモンなど、気仙沼ならではの 

ものがいっぱいです！ 

 ぜひ、お立ち寄りください。 

【開催期間】 11月６日(日)まで 

【会   場】神奈川県横浜市中区新港 

二丁目２番１号横浜ワールドポーターズ 

２階デッキストリート 

 「YOKOHAMA PORT MARKET」内 

ヨコハマ・ポート・マーケット 検 索 

アキバde復興支援2016 

プログラム一覧 

 11月６日(日)  

 ※各プログラムによって時間や場所が変わります。  ちょいのぞき 検 索 

気仙沼市観光サービスセンター 

☎ 0226-22-4560 

▼各プログラムの内容や料金など詳細 

気仙沼にくらす人とあつまる人の想いをあつめてつなぐ  

気仙沼市移住・定住支援センター 

        「MINATO(湊)」オープン♪ 

 10月１日、気仙沼市移住・定住支援センター「ＭＩＮＡＴＯ

(湊)」が開設しました。 

 震災による市外避難者の帰郷や、本市への移住を希望され

る方の移住・定住などを支援するため、空き家や仕事、暮らし

の情報などを提供する、くらしの総合窓口です。 

 専任の相談員「ターンコーディネーター」が帰郷・移住・定住

希望者を支援します。 

 ■所在地 気仙沼市魚市場前７-13気仙沼海の市２階 

 ■運営日 火～土曜日10：00～18：00（電話） 

        水・土曜日10：00～18：00（窓口） 
※来年の３月から本格始動となり、窓口業務を拡大します。 

気仙沼市移住・定住支援センター湊 検 索 

運営内容 

●webサイト  仕事やサークルなどのくらし情報の発信  

●相談窓口  移住経験者による相談窓口 

●移住・定住サポーター 地域のサポーター人材の紹介 

●空き家情報  空き家バンクと連携した物件情報 

●お試し移住  地域暮らし体験、お試し移住プログラム 

●交流イベント 移住者やサポーターの交流会開催 

問い合わせ先 気仙沼市移住・定住支援センター ☎0226‐25‐9119（ファックス兼用）  Eメール info@minato-kesennuma.com 

▽価格

▽

▽

 

 

 

 

▽サイズ

 

▽

 

 

 

 

 

 
 

■

■問い合わせ 市計画・調整課 ☎0226‐22‐6600（内線387） 

ホヤぼーやに会えるチャンス 
 都内で開催されるイベントにホヤぼーやが出演します。

近くにお住まいの方や、都内にお出かけの際はぜひお立

ち寄りください。 

 被災地の状況を知り、必要な支援や自分たちでできる

支援について考え継続的な活動とするにはどうすれば

良いか考えるイベントです。 

 当日は、ご当地キャラによるPR＆ご当地アイドルのパ

フォーマンスなど楽しめるイベントも盛りだくさんです。  

 

【日 時】 11月６日(日)10：00～16：30 

【会 場】 秋葉原駅前西側交通広場 

■問い合わせ 秋葉原タウンマネジメント株式会社 

          ☎03‐6383‐3033（平日10：00～18：00） 

■問い合わせ メガウェブ広報 ☎03-3599-0814 

■問い合わせ YOKOHAMA PORT MARKET  

          ☎045-222-2284 

 『湊』には水があつまるところ、という意味があります。 

 未曾有の大災害を経験した気仙沼市。 

 だからこそ生まれた、地域への想い。新たなものを生み出そうとするエ

ネルギーや、これからなにかが起こりそうなわくわく感が、ここにあります。 

 そんな気仙沼に、自らの価値を信じ、磨き続けているまちに住む人たち

のパワーに惹かれて集まってくる移住者が、ここ数年増えています。 

 地域の人たちの想いと移住した人の想いが重なり、新たな挑戦が気仙

沼から始まろうとしています。 

 もし、あなたが気仙沼に住んでみたい、または帰ろうか悩んでいるので

あれば、ぜひご利用ください。なにかが始まるわくわく感を一緒に味わっ

てみませんか？ 

一人ひとりの想いをあつめ、形にしていきたい 



あまり知られていないメカジキの生態や漁法、提供店、

家庭での調理法や気仙沼の美味しいメカジキ料理など

をまとめた公式ガイドブックです。 

これから気仙沼に来る 

方必見！メカジキを知る 

ことで、気仙沼をより楽し 

める内容になっています。 

 

気仙沼産のカツオの魅力をより多くの方に

味わっていただくため、市内でカツオ料理を

提供している店舗をまとめた「かつお飲食店

マップ」を作成しました。気仙沼にお越しの

際はぜひご利用ください。なお、漁の状況に

より提供できない場合もありますので事前

にお問い合わせください。 

気仙沼メカジキ本 

kesemo 「気仙沼ホヤ醤油」発売中 

 「フカヒレ」とともに全国に知られている気仙沼を代表する食材です。

気仙沼市魚市場の主要水揚げ魚種のひとつで、生鮮カツオにおいて

19年連続日本一を誇っており、気仙沼市の伝統・文化においても大

きな役割を果たしています。 

 カツオの美味しい時期は春と秋と年に２回、「初ガツオ」「戻りガツ

オ」と２種類あり、それぞれ違った味が楽しめます。 

 北上し、エサをたくさん食べて、脂がしっかりとのったカツオは「トロ

鰹」とも呼ばれており、濃厚な味わいが絶品です。 

市内かつお飲食店マップ 

唐桑のカキ養殖を営む漁業者が共同でオープンした復興のシン

ボルの一つでもあるグルメスポットです。地元漁師おすすめの「漁

師流蒸し焼き」は絶品です。 

・みっくすセット（帆立２枚×牡蠣10個）1,500円（税込） 

・唐桑牡蠣セット（唐桑牡蠣15個）1500円（税込） 

所在地：気仙沼市唐桑町鮪立241-6 

営業：土・日・祝日11：00～15：00 

（10名様以上で平日も対応可。要予約) 

TEL：080-8205-4186 

復興かき小屋「唐桑番屋」 

 広島県と並ぶ牡蠣の２大産地である宮城県。中でも唐桑半

島は、一体を山々に囲まれており、豊富な植物プランクトンが

海に注ぎ込む良好な漁場です。 

 唐桑で養殖している牡蠣は、「もまれ牡蠣」と呼ばれ、とても

濃厚で甘味がずっと残る美味しさです。 

 牡蠣の成長にあわせて繰り返される、内海から外海への沖

出し作業や、独自の養殖方法である「温湯処理」など、手間を

惜しまず大切に育てることで、身入りのいい栄養満点の大粒

な牡蠣になります。 

 全国の水揚げ量の7割を占めている気仙沼魚市場の主要水揚げ魚種の一

つであり地元の人に親しまれている魚、「メカジキ」。 

 部位ごとに特徴があり、しっかりとした歯ごたえが特徴の「背」、上質な脂を

たっぷり含み、ぜいたくな味わいが楽しめる「ハラ」、ほどよい弾力と風味を味

わうのに最適な「尾」など、それぞれ違ったおいしさがあります。身はややピン

クがかった白身で、冬場になるほど脂がのり、ねっとりとうまみが強いのが特

徴です。気仙沼では、メカジキを使用した、メカカレーをはじめ、メカしゃぶ、メ

カすきなど冬のメカジキを楽しめるメニューをご用意しておりますので、ぜひ

お楽しみください。 

 地域の資源を使った新たな商品を開発している気仙沼水産資源活用研究会(ブランド名：kes 

emo(ケセモ))が、食品として第二弾となる「気仙沼ホヤ醤油」の発売を開始しました。 

 その名の通り「ホヤ」を原料に使った醤油で、独特の風味や苦みが混じった味わい深い醤油です。 

気仙沼市内だけでなく、気仙沼PORT（横浜ワールドポーターズ２階）、秋葉原ちゃばら日本百貨店、

仙台駅構内など市外でも販売を予定しています。 

ケ セ モ 

    気仙沼の旬の味覚を楽しもう！ 

 気仙沼メカジキ 検 索 

 気仙沼観光コンベンション協会 検 索 

 kesemo 検 索 

気仙沼ホヤ醤油 

価 格／550円(税抜き) 

内容量／150ml 

 唐桑番屋 検 索 

地域で活躍するまちづくりの担い手が増えています 
 震災前には、まちづくりに参加することが少なかった若い世代が、震

災を契機としてまちづくりに関わる事例が増えています。 

 気仙沼では、こうした意欲ある若い世代が交流、議論する機会をつく

るとともに、具体的な実践活動のサポートを通じてまちづくりの担い手

を育んでいます。 

  

  

 気仙沼に住む10～30代の若者を対象に、「気仙沼の地域や人を知り

たい」「同世代とまちについて話してみたい」「気仙沼で何か自分でやっ

てみたい」という気持ちを応援し、形にするプログラムを行っています。  

・ぬま塾   気仙沼で活躍している先輩の話を聞きます  

・ぬまトーーク 気仙沼についてみんなで語ります 

・ぬま大学  「やりたい」をかたちにする半年間の実践塾です 

・ぬま歩き 地域の「あるもの探し」をします 

・ぬまかい 気仙沼の高校生が地域について語ります 

気仙沼を盛り上げる若者たちの活動やイベント 

情報など、詳しくは、  

検 索 numa-ninaite.com 
■問い合わせ先 市地域づくり推進課 ☎0226‐22‐6600（内線335）  

気仙沼ならではの魅力がギュっと詰まったカレンダーです 

 今年も、気仙沼ならではの魅力がギュッと詰まった「市民憲章カレンダー」を制作しています。気仙沼市民も知らない魅

力あふれる風景や改めて見つめ直すと違う顔を見せるおなじみの場所など、気仙沼の情景が沢山盛り込まれています。 

 先行予約を受け付けますので、この機会にぜひご注文ください。 

▽価格 1部800円 

▽販売部数 50部（先着順） 

▽販売方法 注文から発送までの手順は次の通りです。 

  ①気仙沼市地域づくり推進課に電話で注文 

   気仙沼ファンクラブ会員番号、氏名、住所、電話番号を伝えてください。 

  ②現金書留により、800円を気仙沼市地域づくり推進課に郵送 

  ③カレンダーを送付（１２月以降順次発送） 

▽サイズ  

 A３版 二つ折り（上部：写真 A４横サイズ 下部：カレンダーA４横サイズ） 

▽写真内容(市民憲章推進市民写真コンクール入賞作品) 

 表紙 緑の真珠 2015.11.5 13：36 

 １月 白鳥を数えるファミリー 

 ２月 海神様出立 

 ３月 飛翔 

 ４月 古谷舘八幡様の夜桜 

 ５月 徳仙丈山からの気仙沼展望 
 ６月 うに漁 

７月 赤坂公衆園 紫陽花の青と空の青 

８月 祭前の静けさ 

９月 カツオ水揚げ 

10月 演技前 

11月 真昼のイルミネーション 

12月 秀ノ山と龍の松と三日月 

金賞「緑の真珠2015.11.5 13：36」 

■問い合わせ・申し込み先 市地域づくり推進課 ☎0226‐22‐6600（内線331） 

地元出身者から移住者、大学生まで、 

私たちが気仙沼を盛り上げていきます！ 

■問い合わせ 気仙沼水産資源活用研究会 ☎0120‐445‐604 


