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「津波から命を守る」

防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode２ ~

　今月は『津波から身を守る』ために必要
なことや取るべき行動を話し合いましょう。
津波の特徴を理解し、正しい知識を持って
避難することが大切です。

■津波の基礎知識
　津波はとても早く、地形によって高さも
変化します。川を遡上し、海から遠い場所
でも被害を受け、繰り返し何度もおそって
きます。津波の前に潮が引くとも限りませ
んし、最初の津波が一番大きいとも限りま
せん。津波は自然現象であり、想定を超え
る可能性もあります。

■津波から逃げる時は・・・
・弱い地震でも「長い時間ゆっくり揺れる」
地震の際はすぐ高台へ避難しましょう。

・揺れを感じなくても津波警報・注意報が
出たら迷わず高台へ避難しましょう（遠
地地震津波の可能性）。

・避難は『徒歩』が原則。より高いところ
を目指して避難し、情報を待たず「率先
避難」と「声かけ」を心
がけましょう。

・貴重品は取りに戻らず、
戻る人がいたら呼び止め
ましょう。津波警報や注
意報が解除されるまで、
安全な場所に留まりま
しょう。

■問い合わせ先／市危機管理課 防災情報係　tel：22-3402
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a 気仙沼の皆さん、ありがとう。

Mr.
Aaron
Ettrich

アーロン･
エトリック先生
気仙沼の子どもたちはとても優
しく、良い学生ばかりでした。
気仙沼に来て優しい方々と出会
い、たくさん友達も出来ました。
素敵な思い出ばかりです。安波
山にも何回も登りました。とて
も静かで平和な場所だと思いま
した。気仙沼の皆さんのご多幸
をお祈りしています。

Mr.
Richard
Parish Jr.

リチャード･
パリッシュ先生
私が気仙沼に来たのは５年前、
震災の直後でした。復興へのお
手伝いが出来ることはとても光
栄なことでした。気仙沼の方々
の復興への姿勢から多くのこと
を学びました。ALT としてたく
さんの子どもたちに英語を教え
られたことを嬉しく思います。
ありがとうございました。

Mr.
Jordan
Sutlive

ジョーダン･
サトリブ先生
私は２年前にテキサス州から来
ました。楽しい思い出をたくさ
くさんつくり、本当に忘れられ
ない２年間となりました。アメ
リカに戻った後も、気仙沼の方々
から親切にしていただいたこと
は決して忘れません。皆様の幸
運をお祈りしております。

Mr.
Nishant
Annu

ニシャント･
アンヌ先生
言葉も文化も分からない私を温
かく受け入れてくれた気仙沼を
いつまでも忘れません。この２
年間で気仙沼は本当に素晴らし
い町だと感じました。離れるの
はとても寂しいですが、次の仕
事も日本と関係がありますので、
また訪れたいと思っています。
本当にありがとうございました。

~　７月で退任された『ALT（外国語指導助手）』からのメッセージ　~

　市内小中学校では、現在８人のＡＬＴが担当校を巡回し、楽
しい外国語活動などを行っています。今回はこの７月で退任さ
れた４人の先生から寄せられたメッセージを紹介します。
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　市では『まち･ひと･しごと創生総合戦略』の政策目標 “やさしさと安心に満ちたくらしを
実現し、若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる” の実現のため、結婚を望む独身
男女に出会いの機会を提供する事業や結婚推進を目的とした事業を行う企業や団体等の取り
組みに補助金を交付し支援します。申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
●補助対象事業の主な条件／
　①市内で実施される 20 歳以上の独身男女が対象
　②参加者総数が 10 人以上で、概ね半数以上が市内在住または在勤する方
　③男女同数を目標に参加者を募集 など
●補助対象となる経費／講師謝金、会場使用料や設営費、広告費･印刷製本費など（飲食代
や交通費、人件費などは対象になりません）

●補助金額／補助対象経費の 10 ／ 10 の額（上限 20 万円で、同一団体への交付額は、同一
年度 40 万円以内）

第13回

Pet it  Chef  Contest

プチシェフプチシェフ
コンテストコンテスト
in 気仙沼in 気仙沼

参加者を募集しています参加者を募集しています

９
２金まで

応募期間

日程

応募資格

応募区分

応募方法

表彰

料理の条件

応募締切

【予選（書類審査）】    9 月中旬
【本選（調理実技）】10 月１日（土）
　⇒　場所：松岩小学校家庭科室
●小学１年生から高校３年生までの方
●18 歳以下の社会人

〔キッズＡクラス〕小学１～３年生
〔キッズＢクラス〕小学４～６年生
〔ジュニアクラス〕中学生
〔シニアクラス〕高校生～ 18 歳以下の社会人

実行委員会事務局（市震災復興･企画課内）、商
工会議所、市内各公民館備え付けの応募用紙に
必要事項を記入し、料理の完成写真を添え、郵
送か持参し応募してください。

【グランプリ：１人】賞状･副賞（豪華キッチングッズ）
【準グランプリ･その他各賞：複数人】賞状･その他
※入賞作品は、市内飲食店やイベント、学校給
食の献立などに活用されます

主に気仙沼市内で生産された食材を使用するこ
と（詳しくはお問い合わせください）

９月２日（金）※持参の場合は午後５時まで

「婚活イベント」の
開催などを支援します

- 気仙沼市婚活支援事業補助金 -

■申請･問い合わせ先／市震災復興･企画課　政策･調整係　tel：22-3408
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食材

【例えば･･･】
　●お見合いイベント、 漁師･農家婚パーティ
　●自分磨き講座、 親御さん向けセミナー
　　 など

　プチシェフコンテスト実行
委員会では、子どもたちに料
理を通して地域の食材のすば
らしさなどを学んでもらう『プ
チシェフコンテスト in 気仙
沼』の参加者を募集します。
　このコンテストは、予選（書
類審査）と本選（調理実技）
で行います。地域の食材の特
色を活かしたアイデア料理で、
あなたも参加してみませんか。

■応募･問い合わせ先／
○プチシェフコンテスト実行
委員会事務局（市震災復興･
企画課政策･調整係内）
　〒988-8501（住所記載不要）
　tel：22-3408
○気仙沼商工会議所 中小企業
相談所
　〒988-0084 気仙沼市八日町
二丁目１番 11 号
　tel：22-4600
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