
●日程／
【予選（書類審査）】　９月中旬
【本選（調理実技）】　９月 29 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
●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）。

プチシェフコンテスト in 気仙沼プチシェフコンテスト in 気仙沼
参加者を募集します参加者を募集します

第15回

のの

　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15回プ
チシェフコンテスト in気仙沼」の参加者を募集します。
　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
事項を記入のうえ、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／８月31日（金）まで　※締切日必着
●表彰／
・【グランプリ】賞状、副賞（バルミューダ社

製ザ・トースター、15回豪華記念品ほか）
・【準グランプリ・その他各賞】賞状ほか

■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 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

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

ローラ先生
Ms.Laura Egan

　「気仙沼にまたいつか住み
たい。」そんな思いでいっぱ
いです。この８月で帰国する
私は、３年間、ＡＬＴとしてたくさんの皆さんと
出会いました。皆さんのおかげで、一生に残る思
い出ができました。
　私はこの３年間で、気仙沼の景色の美しさ、
人々の優しさ、そして町の精神の強さが大好き
になりました。皆さんと出会い、支えられる中で

「大人」と「コミュニティ」ってどういうことかに
ついて学ぶことができました。本当に、ありがと
うございました。また、会いましょうね！

セントゥレン先生
Mr.Senthuran Indrasithu

　日本に来る前、日本語や
日本のことをあまり知りま
せんでした。その時は、日
本の生活はどんなものか冒険したい気持ちで来
ました。そして、２年前に気仙沼に来て、想像
もできなかった経験と素晴らしい人たちに会
い、本当に冒険のような毎日でした。
　この気仙沼で過ごした２年間が一生忘れら
れません。第二のふるさとだと思い続けます。
また、気仙沼を訪ねたいと思いますので、会っ
たときには、遠慮なく挨拶してください！
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アクティブ・ウーマンズ・カレッジ
気仙沼市 × 明治大学連携事業

第３期 受講生を募集します
●応募資格／18歳から40歳代の女性で、市内にお住まい

か、市内に通学・通勤している方
●開催日程／８月 26 日から来年１月まで（全６回）
●定員／ 30 人
●参加費／無料
●申込方法／８月17日（金）までに、市地域づくり推進

課、市内各公民館などの公共施設に備え付けの申込用
紙に必要事項を記入し、持参、郵送するか電話または
Ｅメールでお申し込みください。
●申し込み・問い合わせ先／
　市地域づくり推進課　☎  22-6600 内線334　　
　✉ chiiki@kesennuma.miyagi.jp

●第１回講座日時・内容／

　地域で活躍する人材を発掘・育成する
ための連続講座で、女性の多様な生き方
や情報発信の手法などを学びます。

●日時／８月26日（日）13：00～15：30
●場所／□ship（海の市２階）
●内容／開講式、講座「自分を魅せる
　－魅力を伝える自己紹介－」
　講師：鳥居 高 氏 （明治大学商学部教授）

とり　 い　   たかし

スクエアシップ

●第２回以降の開催日時／
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  9 月 24 日（月・祝）

11 月   4 日（日）

11 月 18 日（日）

12 月  ２日（日）

  9 月 24 日（月・祝）

11 月   4 日（日）

11 月 18 日（日）

12 月  ２日（日）

平成31年１月 20 日（日）平成31年１月 20 日（日）

閉校施設を活用した

　事業提案を募集します

閉校施設を活用した

　事業提案を募集します

　市教育委員会では、閉校となった小中学校施設を地域の意向やニーズに十分配慮しながら、民
間事業者などの活力やノウハウを積極的に活用して地域の活性化につなげるため、旧小中学校施
設の貸付けまたは譲渡による事業の提案（プロポーザル）を公募します。

　市教育委員会では、閉校となった小中学校施設を地域の意向やニーズに十分配慮しながら、民
間事業者などの活力やノウハウを積極的に活用して地域の活性化につなげるため、旧小中学校施
設の貸付けまたは譲渡による事業の提案（プロポーザル）を公募します。

  公募実施期間
  （事業提案書募集期間）

８月 １日（水） から31日（金） まで８月 １日（水） から31日（金） まで

■応募・問い合わせ先／
　市教育委員会 教育総務課　
　〒988-8502（住所記載不要）　☎22-3440

公募対象施設

①旧浦島小学校（二ノ浜）　　  
②旧白山小学校（上東側根）　
③旧馬籠小学校（本吉町小金山） 
④旧小泉中学校（本吉町平貝）

利活用の範囲

　敷地・建物の一括利用が原則ですが、
事業内容によっては一部利用も可能です。
※旧小泉中学校の校庭、テニスコートは除く

　募集要項や各種図面は市のホームページ、市教
育総務課で配付していますので、各様式に必要事
項を記入して募集期間内にお申し込みください。

※審査は提案書などの書類とプレゼンテーションで行います。

対象となる提案事業者

　法人企業、NPO 団体、各種グループ、
または個人の方

事業提案方法

提案に関しての留意点

・貸付けまたは譲渡のいずれか、希望価格を提案し
てください。

・貸付けの場合の期間は５年間です（更新も可能です）。
・施設の改修、維持管理、光熱水費などは事業者負

担となります。
・地元住民の積極雇用や地域行事への積極的な参加

をお願いします。

市ホームページで募集要項などを配布
していますので、ご覧ください。

気仙沼市　教育委員会

旧小泉中学校旧小泉中学校
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