
サマータイム考

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　今夏の全国的な猛暑と2020年の東京オリン
ピック・パラリンピックでの選手や観客の体調へ
の配慮から、にわかに我が国でもサマータイムの
導入論議が騒がしくなってきました。
　これまで世界経済をリードしてきた欧米の主
要都市は比較的高緯度にあり、夏の日照時間が長
く、サマータイムは一つの合理性のもと定着して
います。日本でも東京の日の出は６月中旬に４時
半前と一番早く、一番遅い１月上旬とは２時間半
弱の差があります。生物の活動が日の出時間に本
来左右されるとすれば、日本での検討も合理性が
あると思います。
　私は1987年から1991年まで、オランダで暮らし
たことがありますが、どちらかと言えばこのシス
テムを享受したように思います。金曜日の夕方に
は残業はせず、駐在員皆でゴルフに行ったり、誰
かの自宅でバーベキューをしたり、長い夕方に時
間の豊かさを感じていました。
　当時、驚いたのはこのシステムを日本人ほど几
帳面とは思えない欧米の人々が大きな混乱もな
く自然に運用していたこと。現在のEUでも全28か
国が３月の最終日曜から10月の最終日曜まで時
計の針を１時間早めており、米国では今年の場合
３月11日から11月４日までサマータイムを設定
しています。かつてはEUの中でも英国だけ通常時
間に戻す時期を1か月ずらすなど、更に複雑な部
分もあったにも関わらず、国際線の飛行機も列車
も事故なく運行されていました。
　現在、マスコミでは導入のメリット・デメリッ
トが語られていますが、長期に定着させるのであ
ればメリットの方が遥かに多いような気がしま
す。EU、米国では前述のように実は一年の内、サ
マータイムの方が長い状態であり、日本も導入す
るのであれば同じような期間を選ぶ事、少なくと
も何年かは続けることを明らかにして始める事
が成功の秘訣のように思います。
　時間に対し、比較的おおらかな過ごし方をする
欧米人に対し、日曜日まで時間に追われる毎日を
過ごす日本人には切替えが難しい可能性もあり
ますが、その暮らし方の見直しもプラスと捉える
べきではないでしょうか。

　気仙沼市長

　　　　　第81回

気仙沼経営人材育成塾  第２期
　　　　  受講生を募集します

　市では今年度も、有限責任監査法人トーマツ
様の企画・運営のもと、12 月から半年にわたる
カリキュラムを開始します。自社の経営の今を
見つめ直し、未来への戦略とそれを実現するた
めの数値計画を練り上げるプログラムです。意
欲のある方の応募をお待ちしています。
■対象／本市に本社を置く事業所の経営者また

は次期経営者（目安：従業員５名以上または年
商数千万円以上の規模の事業所）

■定員／ 12 人
■期間／ 12 月から来年５月まで
■内容／月１回程度実施する学びのプログラム

の受講、随時実施するメンタリング（公認会
計士やコンサルタントとの対話型のセッショ
ン）をとおし、自社の中期計画とその数値計
画を策定します。

■受講料／５万円
■申込方法／出願書を市ホームページからダウン

ロードし、必要事項記入のうえ、９月28日（金）午
後５時までにメールでお申し込みください。

■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 316
　✉ kikaku@kesennuma.miyagi.jp

ぬま大学 第４期 第４回講義

　一般聴講者を募集します

　気仙沼の若者が地域活性化のための企画力を
身につける勉強会「ぬま大学」第４期の第４回
講義の一般聴講者を募集します。
■日時／９月９日（日）
　　　　 午後１時30分から午後５時30分まで
■場所／モ～ランド本吉 まきばのがっこう
■対象／ 20 ～ 30 代の市民
■定員／ 15 人（要申込・先着順）
■内 容 ／ゲストによる活動事例の紹介、ワーク

ショップ（地域活性化プランの発表、意見交換）
■参加費／無料
■申 込 方 法 ／９月６日（木）までに電話または

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 336
　✉ info@numa-ninaite.com
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　今年は、１日目の「はまらいん
や踊り」に 68 団体 約 3,000 人が
参加。２日目は、激しい雨のため「み
なとまつりパレード」、「打ちばや
し大競演」が中止となりましたが、
夜の部では、雨も吹き飛ばすよう
な熱気に会場が包まれました。
　また本年は、本市とも交流のあ
るインドネシア共和国と日本の国
交樹立 60 周年にあたり、駐日イ
ンドネシア大使のほか同国の舞踏
団などもまつりに参加し、親交を
深める２日間となりました。
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②気仙沼青年会議所「銀鱗太鼓」、迫力の
オープニング⑤インドネシアの芸術専門
学校の学生によるパフォーマンス／③④
⑥⑨⑪⑫団体の個性が光るはまらいんや
踊り／⑦「みなとまつりパレード」（雨のた
め中止）／①⑧⑬雨も吹き飛ばすような熱
気に包まれた夜の部／⑩今年は震災後初
めて「海上花火」が打ち上げられた

②③

④

⑤⑥

⑫

⑧
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