
気嵐絶景

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　気仙沼市長

　　　　　第84回

　気仙沼の高校生たちが「新しいことにチャ
レンジしてみたい！」「気仙沼のために何か
やってみたい！」そんな想いを原点に、ジ
ブンが出来ることを地域でやってみる、ジ
ブンだけのプロジェクト＝マイプロジェク
トをつくりあげ、学び、実践してきた成果
を発表します。
　高校生の目線で、高校生が行う、気仙沼
を元気にするチャレンジを応援してみませ
んか。
■日時／ 12 月 16 日（日）
　　　　午後１時 30 分から６時まで
■場所／市ワン・テン庁舎 大ホール
■定員／ 100 人（要申込）
■内容／高校生マイプロジェクト発表（予

選・決勝）、表彰式、審査員講評
■申込方法／ 12 月 13 日（木）までにＥメー

ル、電話で申し込みください。
■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

マイプロジェクトアワード
2018 に出場する

佐藤  菜摘  さん

　私は、高校生が行う語り部をマイプロ
ジェクトとし、活動しています。その中で、
震災から今までの経験や想い、気仙沼や
自分のこれからについてお話しています。
　震災の風化が進んでいる中で、震災に
ついて改めて考えるきっかけが作られた
ら嬉しいです。
　当日は、自分の想いを沢山の方に伝え
たいと思います。

さ  とう　  な   つみ

気仙沼の高校生
マイプロジェクトアワード2018
　　　　　　一般聴講者を募集

気仙沼の高校生
マイプロジェクトアワード2018
　　　　　　一般聴講者を募集

　11月中旬、気仙沼湾に気嵐が現れたという報道が
全国紙に掲載されました。冬の訪れを告げる風物詩
として、毎年マスコミにも取り上げられ、観光パン
フやカレンダーでも紹介されるようになりました。
　一般的に冬に向かって海水温の低下は、気温よ
りゆっくりと遅れて進みます。気温は朝夕の差も
大きいことから、夜のうちに陸で冷やされた空気
が海に流れ込み、海面近くの水蒸気が固まり、霧状
となって立ち上るように見える現象が発生しま
す。それを当地では気嵐を呼んでいますが、気象学
では「蒸気霧」と呼ぶそうです。
　寒い朝、気仙沼港では魚市場を中心に漁船が慌
ただしく動き、その姿が気嵐に見え隠れする風景
が見受けられます。私が見た、最高の気嵐シーンを
紹介したいと思います。それは音からはじまりま
した。ある年の11月末、サンマ漁の漁場が三陸沿岸
のごく近くに形成され、漁船は毎日水揚げをして
は出港し、翌朝、魚市場の水揚げ開始時間までに戻
るという日が続いて
いました。高く濃い気
嵐の中から、次第に力
強くなってくるエン
ジン音のあとに見え
出したのは船のマス
トでした。今度はそのマストが近づき船首が見え
だすと、その後ろに更に力強い音とともに、次の船
のマストが見えだし、また、船首が見える。大島の
方から上り、次第に強くなる朝日に押されるよう
にこの順番が数隻続きました。連合艦隊の観閲式
のようなといったら物々しすぎるかも知れません
が、胸躍る気仙沼ならではの初冬の朝でした。サン
マ資源が危ぶまれ、漁場も遠くに形成され、漁船数
も少なくなった近年では、このような光景を見ら
れるチャンスも極めてまれとなっています。
　私は今、魚市場から１㎞ほど離れた高台に住んで
いますが、冬に限らず、早朝、低いけれども元気のよ
いエンジン音が続けざまに聞こえるときがありま
す。カツオの盛漁期の気仙沼の風情です。何だかそ
の日は良いことが起こりそうな気がするものです。
　気嵐だけでなく朝の音、気仙沼が売り込めるコ
ンテンツはまだまだ、ありそうです。
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                　　〔所沢 72歳〕
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瑞宝双光章瑞宝双光章
〔教育功労〕〔教育功労〕

　昭和45年に市消防本部消防士
に就かれて以来、平成24年に通
信指令課長として退職されるま
での42年にわたり、住民の安心、
安全にご尽力されました。災害
現場での活躍のほか、訓練塔の
整備や消防救急無線のデジタル
化など消防施設の充実、自身の
経験や知識をもとに職員の育成
指導にも力を注がれました。受
章には「先輩、同僚、家族など
多くの方の支えのおかげです」
と話されました。

　昭和45年に市消防本部消防士
に就かれて以来、平成24年に通
信指令課長として退職されるま
での42年にわたり、住民の安心、
安全にご尽力されました。災害
現場での活躍のほか、訓練塔の
整備や消防救急無線のデジタル
化など消防施設の充実、自身の
経験や知識をもとに職員の育成
指導にも力を注がれました。受
章には「先輩、同僚、家族など
多くの方の支えのおかげです」
と話されました。

瑞宝双光章瑞宝双光章
〔消防功労〕〔消防功労〕

小 松   聖 平さん
              　　〔阿霄月 67歳〕

小 松   聖 平さん
              　　〔阿霄月 67歳〕

こ　 まつ　　  しょう  へいこ　 まつ　　  しょう  へい

　昭和44年に教員になられて以
来、市内では松岩、鹿折、津谷、気
仙沼、唐桑小学校、鹿折中学校に
勤務されました。また、市学校教
育課長、青少年育成支援センター
長、教育委員長も務め、44年余に
わたり、愛情溢れる指導と常に目
標を見据えた学校運営に取り組
み、学校教育や社会教育行政の充
実と振興に尽力されました。受章
には「縁に恵まれ、職務を全うす
ることができました。感謝してい
ます」と話されました。
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　昭和47年に山梨県秋山村（現・
上野原市）消防団に入団以来、
平成18年に副団長として35年余
にわたり、消防活動に尽力され
ました。また、平成28年からは
任期付職員として、市土木課で
復興事業に力添えいただいてい
ます。受章には「家族や職場など
周囲の理解と支えのおかげと感
謝しています。気仙沼での経験
を活かし、地元に戻ったら防災・
減災に取り組みたいです」と話
されました。
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　国家または公共に対して功労のある方に勲章を授与することを叙勲、社会
の各分野における優れた行いや業績のある方に褒賞の記章を授与することを
褒章といい、毎年、春と秋に授与されます。
　このたびの秋の叙勲では、市内から３人の方々が受章されました。

秋の叙勲秋の叙勲平成30年平成30年
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危険業務従事者叙勲

勲章には、大勲位菊花章、桐花大綬章、旭
日章、瑞宝章、文化勲章などがあり、大勲

位菊花章や桐花大綬章は、内閣総理大臣や衆・参議院の議長、
最高裁判所長官の三権の長を務めた方などに授与されていま
す。旭日章は、功績の内容に着目し、顕著な功績を挙げた方に、
瑞宝章は、公務などに長年にわたり従事し、成績を挙げた方
に、授与される勲章です。文化勲章は、科学や文化の発達に
関し特に顕著な功績のある方が対象です。
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