
19日（月）　午前９時30分～正午
短歌のつどい 

18日（日）　午後１時30分～２時20分
マンドリンコンサート
気仙沼高校マンドリン部による演
奏会を開催します。

歌人 落合直文の生家で、一首した
ためてみませんか。短冊は記念に差
し上げます。

23日（金・祝）～25日（日）　午前10時～午後３時　　23日（金・祝）～25日（日）　午前10時～午後３時　　
庭園の紅葉を眺めながら
抹茶を楽しめます
庭園の紅葉を眺めながら
抹茶を楽しめます

お抹茶（和菓子付き） 500円
※１日30人限定　
　

お抹茶（和菓子付き） 500円
※１日30人限定　
　

11月17日（土） ～ 25日（日）   ※21日（水）は休園
午前10 時 ～ 午後３時
※天候・庭園の状態により休園する場合があります

平成30年度気仙沼市文化財保護強調月間事業

秋の煙雲館庭園 公開秋の煙雲館庭園 公開

期間中のイベント案内

防災行政無線などを利用した

情報伝達試験 を実施します
11月21日（水）　午前11時から

■問い合わせ先／
　市危機管理課 防災情報係　☎ 22-6600内線262

市役所市役所

防災行政無線防災行政無線
・津波警報

･気象特別警報

・武力攻撃情報

・大規模テロ情報

・津波警報

･気象特別警報

・武力攻撃情報

・大規模テロ情報 消防庁消防庁

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）
津波や武力攻撃などの緊急情報を、人工衛
星などを通じて国から市町村に瞬時に伝達す
るシステム

情報を瞬時に伝達情報を瞬時に伝達

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用い
た試験が全国一斉に行われます。
　当日は、防災行政無線、コミュニティＦＭ
による試験放送や、被災者支援メールへの試験
配信などを行いますので、実際の災害とお間違
えないようご注意ください。

コミュニティＦＭ防災行政無線 被災者支援メール

・市公式ホームページ    ・ツイッター　
・フェイスブック  

情報の配信先

第26回
防災文化講演会を
                           開催します

　東北大学災害科学国際研究所が取り組
んでいる最新の調査・研究に基づく災害
科学情報の発信と、市民の皆さんとの情
報の交流を図るため、26 回目となる防災
文化講演会を「復興まちづくりとこれか
ら」をテーマに開催します。
　多くの皆さんのご来場をお待ちします。
■日時／11月17日(土)　午後１時から３
時まで（開場：午後12時30分）
　※入場無料・事前申込不要
■場所／市ワン・テン庁舎 大ホール
■内容／
　【話題提供】　「復興まちづくりとこれから」
　講師:岩田  司 氏（東北大学災害科学国際研
究所  都市再生計画技術分野  教授)

　【ディスカッション】 「気仙沼のこれからの
まちづくりを考える」
　司会：マリ  エリザベス  アン 氏（東北大学災害
科学国際研究所  被災地支援研究分野 助教)

■問い合わせ先／
　東北大学災害科学国際研究所 
　気仙沼分室　 ☎ 23-7441　

いわ 　た  　　つかさ

　市内関係団体の防災の取り組みの紹介や、ゲーム
や体験を通じて、子どもから大人まで防災対策につ
いて楽しく学べるイベントです。
　今回は、” 防災×こども ”をテーマに、小さなお子
さんがいるお母さんの備えや心配ごとの紹介、ビ
ニール袋炊飯の試食、「サバメシ」など様々なプログ
ラムを用意しています。地域や学校、家庭でやって
みたくなる防災ヒントがたくさんあります。ぜひ、
ご参加ください。
■日時／11月25日(日)　午前10時から午後２時まで
　※入場無料・途中入退場可
■場所／階上公民館
■プログラム／
・防災の取り組みの展示（10:00～）・発表（12:45～）
・ホヤぼーやといっしょに防災ゲーム（10:10 ～）
・簡単で役に立つ取り組みヒント（10:45 ～）
・サバイバル飯炊き（空き缶炊飯）の体験（11:00～、11:45～）
■問い合わせ先／
　けせんぬま防災フェスタやってみっ課事務局 
　    kbousaifesta@gmail.com　
「けせんぬま防災フェスタやってみっ課」は、第２次気仙沼市総合計
画策定プロジェクトの防災チームが中心となり、結成した団体です。

■場所／国指定名勝 煙雲館庭園（松崎片浜）
■入場料／無料

えん うん かん

18日（日）　午前10時～正午
裏千家こども茶会 
伝統文化親子教室の子どもたちが
お点前を披露する呈茶席です。

て　 まえ

おち　あい　なお　ぶみ

17日（土）～25日（日）　
ミニ・パネル展　戌辰戦争150年記念  
 鮎貝太郎平盛房 展 
激動の幕末・明治を駆け抜けた鮎貝盛房
の事績をパネルで紹介。
戊辰戦争で掲げた「弦月旗」や墨蹟など
を、期間中、特別に煙雲館 書院にて展
示公開します。

ぼ　しん げん　げつ　き

あゆ   かい　た　   ろ     へい   もり  ふさ

ぼく   せき

※どなたでも参加いただけます。

煙雲館 庭園 

　煙雲館は、仙台藩上級家臣鮎貝氏の旧居館で、その庭園は江戸時
代、寛文年間（1661～1673）に作られたと伝えられています。庭園の
中央部に大きな築山をもつ中島をめぐる池があり、庭石、クロマ
ツ、サツキやツツジなどが彩りを添え、シダレイトスギは、水墨画
のような風情を感じさせます。背後の杉林が庭園の奥深さを演出
し、気仙沼湾への眺望を楽しめる広大さを兼ね備えた庭園として、
今年２月、国の名勝に指定されました。
　鮎貝氏は、代々藩の要職を務め、幕末には太郎平盛房が戊辰戦争で
活躍したほか、盛房の子盛徳は、初代気仙沼町長として地域発展に貢献
しました。また、短歌結社「浅香社」を創設し、我が国の近代国語教育や
文芸界に大きな足跡を残す落合直文の生家としても知られています。
　このように煙雲館庭園は、気仙沼の歴史と先人の文化を長く伝え
る拠り所でもあります。

もり   とく

■問い合わせ先／市生涯学習課 文化振興係　☎ 22-3442

交通アクセス／
ＢＲＴ松岩駅から徒歩５分
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