
　気仙沼市長

　　　　　第73回カレンダー
 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

気仙沼ファンを
『おもてなし』しませんか

　市では、気仙沼を応援したいと想ってい
る市外の方々とのつながりを大切にするた
めに「気仙沼ファンクラブ」を平成25年３月
に設立しました。　
　会員は現在約9,000人を超え、会員にはオ
リジナル会員証をお渡しし、市内協力店舗
で利用できる会員特典を設けているほか、
メールマガジンやファンクラブ通信で復興
の状況や観光情報を発信しています。
　気仙沼ファンクラブでは、さらに多くの
会員特典に協力していただける店舗を募集
しています。
　気仙沼ファンを一緒に『おもてなし』しま
せんか。
●特典対象店舗／市内店舗
●対象期間／４月1日から来年３月31日まで
※期間は年度途中まででも構いません。
●特典内容／商品の割引やワンドリンク
サービスなど店舗ごとにご協力いただけ
る内容
※特典に対して本市からの補助はありません。
●申込期間／２月1日（木）から15日（木）まで
●申込方法／問い合わせ先にご連絡くださ
い。会員特典回答書を送付しますので、
必要事項を記入し提出してください。
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　
　☎ 22-6600  内線336　
　Ｅメール  chiiki@kesennuma.miyagi.jp 

気仙沼ファンクラブ
会員特典協力店舗募集中！
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　2018年もあっと言う間にひと月が過ぎ、月ごとの
カレンダーも２枚目に入りました。2020年度までの
政府の復興期間内の復興完遂に向け、日程を逆算し
ての仕事を心掛けています。
　市長室には、私にとって定番の４つのカレンダー
を貼っています。一つは、一昨年の８月にこのコラ
ム「旅をする本」で取り上げた写真家・エッセイスト
星野道夫氏がアラスカの自然と生物を記録した
『Northern Dream』シリーズです。21年前、カムチャッ
カ半島で熊に襲われ亡くなった星野氏の遺児が、大
学生となり初めてアラスカを訪れた様子をお正月の
TV番組で紹介していました。星野氏のDNAが受け継
がれた彼に何かを期待したくなる番組でした。
　もう一つは、フランス人写真家 Jean Guichard氏の
作品集『LIGHTHOUSES（灯台）』シリーズです。主に北
大西洋の岬に立つ灯台を写したもので、灯台全体が
覆われるような大波に耐えて立つ、北の海の歴史あ
る守り神の凄味のある写真が特徴です。苦しい時に
勇気をもらえる、私にとって大事な存在です。
　これら二つのカレンダーは以前から、年末近い上
京の折、日本を代表する文具店のカレンダー売り場
で求めてきたものですが、昨年末に同店を訪れた際、
居並ぶ世界中・日本中の人気カレンダーに混じって気
仙沼つばき会さん制作の『気仙沼漁師カレンダー』が
堂々と置かれていました。既に市長室用は確保して
いましたが、何だか興奮して名刺を出しながらもう
１部購入し、「よく出ています」とのお店の言葉を聞
いてとても誇らしく感じました。震災後、策定され
た市観光戦略の中心である「観光と水産の融合」の実
践としてこれからも発行を続けて欲しいと思います。
　４つ目は『魚市場の年間休日案内カレンダー』です。カ
ツオ・サンマの不漁に悩まされた昨年でしたが、業界の
皆さんと共に様々な対策はとるにせよ、新魚市場の完成
の今年は各魚種の豊漁を願わずにはいられません。
　この他、自宅には市民写真家の作品による市民憲
章推進協議会さんのカレンダー、旭ヶ丘学園の児童
生徒さんの作品やジュニア絵画コンクールの入賞作
品による手作り感のあるカレンダーなどをいつもの
位置に掲げています。今年も1枚めくるたび、製作者
に思いを馳せると共に自身の心を新たにして前に進
んでいきたいと思っています。

ほし     の　  みち       お

ジャン　          ギシャール

かん  すい
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 第２次気仙沼市総合計画策定プロジェクト 第２次気仙沼市総合計画策定プロジェクト
合総

計 画

みんなで創る

    これからの気仙沼を描く市民ワークショップ
　　　　　　　   がスタートします
                            
実    践   編    

　市では、昨年４月から９月まで、市民の皆さんとともに「第２次気仙沼市総合計画策定プロジェ
クト－これからの気仙沼を描く市民ワークショップ－」を開催しました。今回、このプロジェク
トの一環として市民による市民がまちを楽しむためのプログラムを市内各所で実施します。

■申し込み・問い合わせ先／
　株式会社studio-L（小山・昆野）
　☎ 090-3908-9012　
　Ｅメール kesennuma.plan@gmail.com

■参加費／無料
■申込方法／ 03と 04のプログラ
ムのみ、電話または Eメールで
事前申し込みが必要です。

01　みちくさプロジェクト in 八日町
　普段何気なく通り過ぎている商店街の色んな
お店をたまには「みちくさ」してみませんか。
お店の中や外を使わせてもらい、色んなことを
実践してみます。
（雨天決行）

●主催／気仙沼みちくさ実行委員会

●日時・内容／
・２月８日（木）18：00~19：00
　昔の気仙沼の映像上映
・２月18日（日）11：00~14：00
　縫い物ワークショップ
・２月28日（水）11：00~14：00
　足つぼマッサージ
●場所／島田呉服店前（八日町２-２-12）
●対象／どなたでも参加可能（定員各回 15 人）

●日時／
　２月11日（日）
　10：00~14：00
●場所／
　市ワン・テン庁舎 
　大ホール

02　第１回けせんぬま防災フェスタ
　「防災×食」をテーマに気仙沼小学校、階上中
学校、気仙沼消防署、市社会福祉協議会、自主
防災組織、市など関係団体が一堂に会し、防災
の取組を紹介します。ホヤぼーやと防災クイズ、
サバ飯など、楽しく防災を学べます。
●主催／防災フェスティバルやってみっ課

03　１台のスマホで  回りやすい町をつくる！
　気仙沼 Google Mapsを充実させて、町の情報
をより広く発信しましょう！気仙沼も Google 
Maps情報が豊富な町になれば、１台のスマホで
とても回りやすくなります！
※地域のお店や施設の写真をスマホなどで撮っ
て、持ってきてください。

●主催／
　Glocal Port Project
●日時／２月12日（月）
　　　　13：30~16：30
●場所／ゲストハウス架け橋
●対象／市内の高校生

04   サポートツールを 使った話し合いの進め方・
           ファシリテーション講座

　会議などの話合いを円滑に進めるためのファ
シリテーション技術のノウハウを紹介します。
サポートツールとしてワークショップカードを
使い、話合いをスムーズに進めるスキルを身に
つけます。

05   大人のマネして遊んでみよう！

●主催／気仙沼市、株式会社studio-L
●日時／２月17日（土）
　　　　14:00~17：00
●場所／□ship（スクエアシップ）
　（気仙沼海の市２階）
●対象／どなたでも参加可能
　（定員 30 人）

　一緒に機械の分解や、木片を利
用した工作をしてみませんか。自
由に工具を使って分解、切る、貼
るなどの体験ができます。

●主催／子供と一緒に遊び隊

●日時／
　３月３日（土）
　 9：30~12：00
●場所／市民健康管理センター
「すこやか」 和室
●対象／幼稚園、保育所などの
年少から小学校低学年程度

広報

2018. 2. 1 4



　気仙沼市長

　　　　　第73回カレンダー
 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

気仙沼ファンを
『おもてなし』しませんか

　市では、気仙沼を応援したいと想ってい
る市外の方々とのつながりを大切にするた
めに「気仙沼ファンクラブ」を平成25年３月
に設立しました。　
　会員は現在約9,000人を超え、会員にはオ
リジナル会員証をお渡しし、市内協力店舗
で利用できる会員特典を設けているほか、
メールマガジンやファンクラブ通信で復興
の状況や観光情報を発信しています。
　気仙沼ファンクラブでは、さらに多くの
会員特典に協力していただける店舗を募集
しています。
　気仙沼ファンを一緒に『おもてなし』しま
せんか。
●特典対象店舗／市内店舗
●対象期間／４月1日から来年３月31日まで
※期間は年度途中まででも構いません。
●特典内容／商品の割引やワンドリンク
サービスなど店舗ごとにご協力いただけ
る内容
※特典に対して本市からの補助はありません。
●申込期間／２月1日（木）から15日（木）まで
●申込方法／問い合わせ先にご連絡くださ
い。会員特典回答書を送付しますので、
必要事項を記入し提出してください。
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　
　☎ 22-6600  内線336　
　Ｅメール  chiiki@kesennuma.miyagi.jp 

気仙沼ファンクラブ
会員特典協力店舗募集中！
　　　　　　　

                            

気仙沼ファンクラブ
会員特典協力店舗募集中！
　　　　　　　

                            

　2018年もあっと言う間にひと月が過ぎ、月ごとの
カレンダーも２枚目に入りました。2020年度までの
政府の復興期間内の復興完遂に向け、日程を逆算し
ての仕事を心掛けています。
　市長室には、私にとって定番の４つのカレンダー
を貼っています。一つは、一昨年の８月にこのコラ
ム「旅をする本」で取り上げた写真家・エッセイスト
星野道夫氏がアラスカの自然と生物を記録した
『Northern Dream』シリーズです。21年前、カムチャッ
カ半島で熊に襲われ亡くなった星野氏の遺児が、大
学生となり初めてアラスカを訪れた様子をお正月の
TV番組で紹介していました。星野氏のDNAが受け継
がれた彼に何かを期待したくなる番組でした。
　もう一つは、フランス人写真家 Jean Guichard氏の
作品集『LIGHTHOUSES（灯台）』シリーズです。主に北
大西洋の岬に立つ灯台を写したもので、灯台全体が
覆われるような大波に耐えて立つ、北の海の歴史あ
る守り神の凄味のある写真が特徴です。苦しい時に
勇気をもらえる、私にとって大事な存在です。
　これら二つのカレンダーは以前から、年末近い上
京の折、日本を代表する文具店のカレンダー売り場
で求めてきたものですが、昨年末に同店を訪れた際、
居並ぶ世界中・日本中の人気カレンダーに混じって気
仙沼つばき会さん制作の『気仙沼漁師カレンダー』が
堂々と置かれていました。既に市長室用は確保して
いましたが、何だか興奮して名刺を出しながらもう
１部購入し、「よく出ています」とのお店の言葉を聞
いてとても誇らしく感じました。震災後、策定され
た市観光戦略の中心である「観光と水産の融合」の実
践としてこれからも発行を続けて欲しいと思います。
　４つ目は『魚市場の年間休日案内カレンダー』です。カ
ツオ・サンマの不漁に悩まされた昨年でしたが、業界の
皆さんと共に様々な対策はとるにせよ、新魚市場の完成
の今年は各魚種の豊漁を願わずにはいられません。
　この他、自宅には市民写真家の作品による市民憲
章推進協議会さんのカレンダー、旭ヶ丘学園の児童
生徒さんの作品やジュニア絵画コンクールの入賞作
品による手作り感のあるカレンダーなどをいつもの
位置に掲げています。今年も1枚めくるたび、製作者
に思いを馳せると共に自身の心を新たにして前に進
んでいきたいと思っています。

ほし     の　  みち       お

ジャン　          ギシャール

かん  すい

広報

2018. 2. 15



※「自助」「共助」「公助」が上手く連携を保つことで、
　防災対策は効果を発揮することができます。

防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode20 ~

■問い合わせ先／
　市危機管理課 防災情報係 　☎ 22-3402

　東日本大震災クラスの大規模な災害が発生すると、公的機関による「公助」だけでの対
応には限界があります。このため、発災直後の防災活動において、「自助」と「共助」の２
つの地域の防災力が大きな役割を果たします。「自助」「共助」「公助」の三助について、皆
さんで話し合ってみましょう。

■「自助」「共助」「公助」とは
　防災対策の基本は、「自助」「共助」「公助」の３つであるといわれています。
　  自助　 ⇒　自分で自分の身を守ること。
　  共助　 ⇒　向こう三軒両隣、自主防災組織など地域が協力してお互いを守ること。
　  公助 　⇒　公的機関が防災対策・救護・支援を行うこと。
■災害時の基本的な心構え
　大規模な災害が発生した場合に、自分たちの生命や財産を守るためには、“いざという時
どうするか” という個々人の普段からの心構えが一番大切です。

　「自分の命は自分で守る、自分の家族は自分たちで守る、自分の地域はみんなで守る」

■連携した防災対策
　災害が大きくなるほど、公的機関が発災
直後に適切で迅速な対応を、全てに対し
て行うことは困難になります。こうした
ことを念頭に置いて、「公助」だけに期
待するのではなく、「自助」「共助」「公助」
を組み合わせた防災活動を進めることが
大切です。

「自助」「共助」「公助」の
　　　　　三助で災害に備える

災害発生時の対応

自助

公助共助

交通指導員を募集しています交通指導員を募集しています
　市では、市民の皆さんを交通事故から守るた
めの交通安全街頭指導や児童・高齢者への交通
安全教育などを行う交通指導員を募集します。

■募集人員／若干名
■応募資格／次のいずれにも該当する方
・本市に居住する 20 歳以上 65 歳未満の方
・普通自動車免許をお持ちの方
・健康で街頭指導などの交通安全活動に従事できる方
■報酬／出動報酬（１回 2,700 円）・年報酬（27,500 円）

■応募方法／２月28日（水）まで市危機管
理課へ履歴書と運転免許証の写しを１部
ご持参ください。後日、交通指導隊本部
による面接を行います。
■応募・問い合わせ先／
　市危機管理課 交通防犯係 　☎ 22-6600　内線263
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市外から避難している児童の入学手続きを受け付けています

小原木小学校の閉校式を行います小原木小学校の閉校式を行います
　少子化により児童数が減少したことから、児童が学び合えるより良い学習環境を整備するため、
小原木小学校を閉校し、４月からは唐桑小学校と統合します。

　小原木小学校の閉校に際し、閉校式を次のとおり行います。卒
業生の方や地域の皆さんも出席可能ですので、ぜひ来校ください。

小原木小学校

月立小学校

●日時／３月18日（日）　オープニングイベント：午前10時40分から
　　　　　　　　　　　　　　　　  閉校式 ：午前11時から
●場所／小原木小学校体育館
●問い合わせ先／市学校教育課　☎ 22-3441
　　　

月立小学校（小規模特認校）への入学申請を受け付けています月立小学校（小規模特認校）への入学申請を受け付けています

　小規模特認校は、特定の学校について、通学区域に関係なく、市内どこからでも就学を認める制度です。
　月立小学校は、平成18年７月に新校舎が完成し、
施設・設備が充実しました。
　市では、これらの施設を有効活用するとともに、
特色ある学校づくりや教育活動を促進することな
どを目的に、平成19年度から、月立小学校へ小規
模特認校制度を導入しています。
　このことから、平成30年度も他学区から月立小
学校への就学を希望する保護者の小規模特認校入
学申請を受け付けます。

●対象児童／次のすべてに該当している児童
・市内に住所があること
・通学する小規模特認校の教育活動に保護者が
　賛同していること
・通学を保護者の負担と責任において行うこと
・原則１年以上の通年通学をさせること
・心身の状態が遠距離通学に耐えられること
※特別支援学級入級該当児童は除きます

●手続き方法／市教育委員会備え付けの入学申
請書に、必要事項を記入し、提出してください。
●提出期限／２月 15 日（木）
※在校生については、通年申請を受け付けています。
●審査／提出された申請書を審査し、２月末日
までに保護者に結果を通知します。
●提出・問い合わせ先／市学校教育課　☎ 22-3441

　平成 30年度の小学校入学予定児童のうち、震災により被災し、本市に避
難している児童は、避難元の市町村に住民票を残したまま、本市の小学校
へ入学することができます。入学手続きは次のとおりです。
●対象児童／平成 23 年４月２日から 24 年４月１日生まれの児童
●必要書類など／避難元の市町村の住民票、印鑑
●その他／１月初旬までに手続きを行った方の入学通知書は、本市に住民票がある方
と同様に１月中旬にお送りしています。
●提出・問い合わせ先／市学校教育課　☎ 22-3441

広報

2018. 2. 1 6



※「自助」「共助」「公助」が上手く連携を保つことで、
　防災対策は効果を発揮することができます。

防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode20 ~

■問い合わせ先／
　市危機管理課 防災情報係 　☎ 22-3402

　東日本大震災クラスの大規模な災害が発生すると、公的機関による「公助」だけでの対
応には限界があります。このため、発災直後の防災活動において、「自助」と「共助」の２
つの地域の防災力が大きな役割を果たします。「自助」「共助」「公助」の三助について、皆
さんで話し合ってみましょう。

■「自助」「共助」「公助」とは
　防災対策の基本は、「自助」「共助」「公助」の３つであるといわれています。
　  自助　 ⇒　自分で自分の身を守ること。
　  共助　 ⇒　向こう三軒両隣、自主防災組織など地域が協力してお互いを守ること。
　  公助 　⇒　公的機関が防災対策・救護・支援を行うこと。
■災害時の基本的な心構え
　大規模な災害が発生した場合に、自分たちの生命や財産を守るためには、“いざという時
どうするか” という個々人の普段からの心構えが一番大切です。

　「自分の命は自分で守る、自分の家族は自分たちで守る、自分の地域はみんなで守る」

■連携した防災対策
　災害が大きくなるほど、公的機関が発災
直後に適切で迅速な対応を、全てに対し
て行うことは困難になります。こうした
ことを念頭に置いて、「公助」だけに期
待するのではなく、「自助」「共助」「公助」
を組み合わせた防災活動を進めることが
大切です。

「自助」「共助」「公助」の
　　　　　三助で災害に備える

災害発生時の対応

自助

公助共助

交通指導員を募集しています交通指導員を募集しています
　市では、市民の皆さんを交通事故から守るた
めの交通安全街頭指導や児童・高齢者への交通
安全教育などを行う交通指導員を募集します。

■募集人員／若干名
■応募資格／次のいずれにも該当する方
・本市に居住する 20 歳以上 65 歳未満の方
・普通自動車免許をお持ちの方
・健康で街頭指導などの交通安全活動に従事できる方
■報酬／出動報酬（１回 2,700 円）・年報酬（27,500 円）

■応募方法／２月28日（水）まで市危機管
理課へ履歴書と運転免許証の写しを１部
ご持参ください。後日、交通指導隊本部
による面接を行います。
■応募・問い合わせ先／
　市危機管理課 交通防犯係 　☎ 22-6600　内線263

広報
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