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﹃プチシェフコンテスト
参加者を募集します

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﹁第 回プチシェフコンテスト 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︒

in

気仙沼﹄

●日程／【予選（書類審査）】 ９月中旬
【本選（調理実技）】 ９月 30 日（土）
会場：気仙沼小学校
●応募資格／・小学１年生から高校３年生までの方
・18 歳以下の社会人
●応募区分／
・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
●料理の条件／主に気仙沼で生産された食材を
使用すること（詳しい条件などは事務局へお
問い合わせください）。
●応募方法／市震災復興・企画課、商工会議所、
各公民館などに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、郵送または
持参してください。
●応募締切／９月１日（金）
●表彰／
【グランプリ：１名】
賞状・副賞（バルミューダ社製「ザ・トースター」）
・
その他多数
【準グランプリ・その他各賞：複数名】
賞状・その他
■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 震災復興・総合企画係
〒988-8501（住所記載不要） ☎ 22-3408
・気仙沼商工会議所 中小企業振興部経営支援課
〒988-0084 気仙沼市八日町二丁目 1-11
☎ 22-4600
オ

旬のカツ

プチシェフコンテスト レシピ紹介

「元気になるよ！かつおのユッケ丼」

昨年のコンテストの入賞作品の中からカツオを使ったレシピを紹介し
ます。ご家庭でもぜひお試しください。

材料（4 人分）
かつお・・・４半身
アボカド・・大１
卵黄・・・・４個
刻みのり・・適量
みょうが・・２~３

小ねぎ・・・３~４本
にんにく・・６個
ごま油・・・適量
白ごま・・・大さじ１
ご飯・・・・３合

＜調味料＞
コチュジャン・大さじ３
しょうゆ・・・大さじ３
ごま油・・・・大さじ３

作り方

過去に行われたコンテスト入賞作品の
レシピは、市ホームページでも紹介し
ています。ぜひご覧ください。

① 調味料を混ぜる。
② かつおとアボカドを
1.5 ㎝ ×1.5 ㎝角に切る。
③ ②を①に入れて白ごまを
ねじりながら入れる。

④ みょうが、小ねぎを刻み、混ぜる。
⑤ にんにくを２~３㎜にスライスし、
ごま油で揚げ焼きにする。
⑥ どんぶりにご飯を盛り、刻みのり
をしいて③、④の順にのせて、真ん
中に卵黄を落として完成。
広報
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［市長コラム］

−

−

『シェアリングエコノミーを活用した
「共助」によるまちづくり・産業づくり』

気仙沼

〜アイデアソンを開催します〜

「ゴーヘイ」とは、船舶関係者が使う「前進（Gｏ
Ahead：ゴーアヘッド）
」を意味する言葉で、
本市でも
漁業関係者に広く使われ、
力強く、
前向きな言葉です。

第

69回『インターハイ』始まる

全国高等学校総合体育大
会(インターハイ)のフェン
シング競技が７月31日から
市総合体育館「ケー・ウエー
ブ」を会場に始まりました。
今年度のインターハイは宮
城・山形・福島の南東北３県の共同開催で、本県で
は11競技13種目が行われます。
あらためて言うまでもなく、歴史的に本市出身
者のフェンシング競技での活躍は素晴らしく、オ
リンピックでは、1964年東京の大和田智子選手、
幻の1980年モスクワの千田健一選手、2004年ア
テネ、2008年北京、2012年ロンドン菅原智恵子
選手、2008年北京、2012年ロンドン千田健太選
手と輝かしい実績を残しています。特に大震災の
翌年、銀メダル獲得や入賞と言う結果をもって、
市民の勇気を奮い立たせてくれた菅原、千田両選
手の活躍はいまだに鮮明なものがあります。
今回の大会には、８月１、２日に行われる男子
フルーレ個人に気仙沼高校２年の村上拳選手、仙
台城南高校１年の藤沢将匡選手（松岩中出身）、３、
４日の女子フルーレ団体に気仙沼高校が出場しま
す。結果も大事ですが、連日の猛練習の成果を遺
憾なく発揮し、悔いのない思い出に残る大会にし
て欲しいと思います。オリンピックでの日本勢の
活躍で、競技人口も増え、熾烈な戦いが待ち受け
る本大会、市民の皆様にはぜひケー・ウエーブに
駆けつけていただき、“ホーム” のムードの醸成に
ご協力願えればと思います。
現代はスポーツの世界でも情報が溢れ、１日中、
世界中で行われる世界レベルの様々なスポーツを
テレビで見られる時代ですが、若人がひたむきに
全国に挑戦する姿は貴重であり、見る者にとって
も熱狂と併せて一種の清涼感を感じられるものと
思います。
市民皆で大会を盛り上げるべく、街角で遠来の
選手や関係者を見かけたら、一声かけたり、手を
振っていただいたり、本市のホスピタリティを積
極的に表していただければと思います。
おお

ち
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むら かみ けん

ふじ さわ しょう ま

し れつ

気仙沼市長

３

シェアリングエコノミー

とも こ

すが わら ち
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「シェアリングエコノミー」とは、例えば、
・使わなくなった洋服を必要な人に譲る
・昼間は空いている駐車場を時間貸しする
・空き部屋を民泊用の部屋として貸し出す
・街へ買い物に行く途中で近所のお年寄りを無
料で病院に送っていく
など、個人が持つ遊休資産や技能を活用し、
市民と市民が協力しながらサービスを提供し
合うことです。
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市 で は、こ の「シ ェ ア リ ン グ エ コ ノ ミ ー」
の仕組みを利用して市が抱える課題を解決す
るための「アイデアソン」を開催します。
「アイデアソン」とは、同じテーマについて
様々な立場の人が集中的にアイデアを出し合
うことで新たな発想を創出しようとする取り
組みのことで、全国から有識者や技術者など
の参加者が集い、２日間をかけて市民と意見
を交換し、課題解決の方法を提案します。
関心のある方はぜひお申し込みください。
●日時／８月 19 日（土）午後 1 時 30 分から
８月 20 日（日）午後３時までの 2 日間
●場所／□ship（魚市場前 7-13 海の市 2 階）
●定員／ 30 名程度
※応募者多数の場合は選考を行います。
●申込期限／８月 10 日（木）まで
●申込方法／①氏名、②所属、③年齢を記入し、
市震災復興・企画課までＥメールを送信し
てください。メール受信後、申し込みのた
めの URL をお送りします。
●申し込み・問い合わせ先／
市震災復興・企画課 けせんぬま創生戦略室
☎ 22-6600 内線 315・316
Ｅメール：kikaku@kesennuma.miyagi.jp

Active Woman’ s College

アクティブ・ウーマンズ・カレッジ
第２期 受講生募集 ＳＴＡＲＴ！

「自分もまわりもよりよく変わる！女性のための自分力養成講座」
『何かをしたい・始めたい』『自分を今より好きに
なりたい』
『考えを整理して話せるようになりたい』
『仲間をつくりたい』そんなあなたを応援します。
市では、地域で活躍する人材を発掘・育成するため、
女性を対象とした連続講座「アクティブ・ウーマンズ・
カレッジ」を実施します。自分を大切にできる人は、
家族や周囲の人も大切にできます。あなたから周り
に笑顔を広めてみませんか。
気軽にお申し込みください。

講座日程・内容
《第１回》
●日時／９月３日（日）
午前11時から午後２時30分まで
●場所／気仙沼プラザホテル（柏崎１-１）
●内容／開講式、オリエンテーション、ランチ交流会
講座：「つたわる言葉、わかる数字」
講師：鳥居 高 氏（明治大学教授）
とり

い

たかし

もっと
自信を持って
生活したい･･･

行動する
意欲を持つ女性に
スキルアップ

分かりやすく
話せるように
なりたい･･･

何から
始めればいいか
分からない･･･

●第２回以降の開催日時
時間：午後１時から午後３時30分まで
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回

9 月 24 日（日）
10 月 15 日（日）
11 月 26 日（日）
12 月 ３日（日）
平成30年１月 21 日（日）
２月 18 日（日）

応募資格・方法
●応募資格／
託児も可能です
18歳から40歳代の女性で、市内にお住まいか
１歳半から未就学児までの託児も
市内に通学・通勤している方
可能です。
※講座に５回以上出席できる方
子育て中の方もぜひ応募ください。
●定員／ 30 名
（無料・先着５名・要事前申込）
●参加費／無料（昼食代などは実費負担）
●申込方法／市地域づくり推進課、市内各公民館に備え付
けの申込用紙に必要事項を記載し、持参、郵送するか、
電話・ファクス・Ｅメールでお申し込みください。なお、申込用紙は、市ホームページからも
ダウンロードできます。
●申込期限／８月 21 日（月）まで
●申し込み・問い合わせ先／
〒988-8501（住所記載不要） 市地域づくり推進課 男女共生推進室
☎ 22-6600 内線 334 fax 24-1226 E メール：chiiki@kesennuma.miyagi.jp
広報
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〜 7 月で退任された『ＡＬＴ（外国語指導助手）』からのメッセージ〜

ありがとう。気仙沼

~ Thank you , everyone ~

市内小中学校では、現在８名のＡＬＴが担当校を巡回し、外国語活動を行っています。
今回はこの７月で退任された２名の先生から寄せられたメッセージを紹介します。

フランク先生

Mr.Ngo Hoa Francisco

２ 年間大変お世話にな
りました。ホヤを食べ
た り、サ ン マ ロ ッ ク
フェスに行ったり、安
波山に登ったりと、こ
こ気仙沼で様々な経験
をしました。この２年間で気仙沼は僕の第２のふ
るさとになりました。特に生徒たちが、僕に与え
た影響は大きいです。彼らの笑顔や活力が気仙沼
の明るい未来を切り開いていってくれるものと信
じています。これで永遠の別れではありません。
また気仙沼に戻ってきます。そのときまで、また。
See you, Kesennuma!
毎月

キング先生

Mr.King Jonathan

私は、１年前に気仙沼
に来ました。気仙沼に
住んでいる間、私は多
くの素晴らしい人々に
会い、多くの友達もで
きました。気仙沼市を
離れることは、非常に寂しいです。気仙沼は、私
の故郷になりました。気仙沼のことは一生忘れま
せん。これからも、遊びに来たいと思っています。
将来、また、気仙沼に住みたいとも思っています。
１年間ありがとうございました。

11日は

防災を 考 える日 ~ episode14 ~

「竜巻から身を守ろう」

●問い合わせ先／
市危機管理課
☎ 22-6600 内線 262

竜巻は日本各地で発生しています。竜巻が一度発生すると家屋の倒壊や車両の転倒、飛来
物の衝突などにより、短時間で大きな被害をもたらすことがあります。竜巻
から身を守るために必要なことを、皆さんで話し合ってみましょう。
竜巻とは
発達した積乱雲に伴って発生する激しい渦巻き
で、ろうと状や柱状の雲を伴っています。激しい
突風を吹かせるため、短時間で狭い範囲に集中
して被害をもたらします。また、移動スピードが
非常に速い場合があります。

《竜巻が近づいているサイン》
・ものやゴミなどが
巻き上げられながら飛んでいる
・「ろうと雲」が見える
・ゴーッという音がする
など

竜巻から身を守る
・急いで頑丈な建物の中に避難しましょう。建物が無いときは、大きな橋など頑丈な構造物の陰で身
を小さくし、両腕で頭と首を守りましょう（車や物置などは倒壊する恐れがあるため危険です）。
・建物の中では飛来物の飛び込みに備え、窓から離れカーテンや雨戸は閉めましょう。
・建物の１階で中心部に近い、窓の少ない部屋に移動し、丈夫な机やテーブルの下に入るなど、
身を小さくして両腕で頭と首を守りましょう。
竜巻に関する情報入手
・テントを使用する野外行事や高所などで作業する前には、竜巻注意情報などの気象情報が発
表されていないかチェックしましょう。
・テレビやラジオのほか気象庁の「竜巻発生確度ナウキャスト」などで、最新の情報を確認しま
しょう。
〜気象庁 竜巻発生確度ナウキャスト〜 （ＰＣ) http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/
（携帯） http://www.jma.go.jp/jp/bosaijoho/m/radnowc/
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