
　　　　　第93回 ＳＮＳから発信します

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　気仙沼市長

　Facebook（フェイスブック）、Twitter（ツイッタ
ー）、LINE（ライン）、Instagram（インスタグラム）
などのＳＮＳ（ソーシャルネットワークサービ
ス）を利用した個人や組織から不特定多数の方々
への発信や相互交信は、今や社会のインフラとな
り、個人の生活に深く関与しています。世代や個
人によって依存度はさまざまですが、情報伝達の
力としては相当強力なものがあります。
　一方、行政の情報についてはどうでしょう。本
市ではこの広報はもちろんのこと、ホームペー
ジや Facebook、災害については Twitter による
発信も行っていますが、なかなか市民の皆さん
に伝わって行かないのが悩みです。気仙沼では
地元紙やタウン誌もあり、同規模の他自治体に
比べて恵まれた環境にはありますが、市民の皆
さんにお伝えしたいこと、市民の皆さんが知り
たいことはまだまだ沢山あるはずです。かねて
から考えていたことですが、ＳＮＳを利用し私
が直接発信したいと思います。10 月１日から
Twitter で開始します。
　最新の情報、隠れた情報などを想いや感想も含
め発信し、市政や地元に興味を持ち、市民が主役
のまちづくりの担い手やその応援団となる人が
一人でも増えればと思っています。慣れないこ
となので、皆さんが興味を持つ発信になるか不
安もありますが、難しそうなことはやってみる
のが信条、挑戦してみます。ご期待ください。
　それにしても紙を使った活字媒体が急速に縮
小しています。私は、自宅で新聞４紙、市役所で
２紙に目を通し、その他の中央紙とお隣の県の
新聞については秘書係にチェックしてもらって
います。出張の折は、地方紙についてはタブレッ
トで見ていますが、他紙は買うことになります。
しかしながら、東京駅では新聞を売っていない
売店も多く、置いていたとしても天下の○○新
聞が無い！など。アナログ派には、つらい時代に
なってきました。
　以前、このコラムでＩＣＴ活用を唱える三菱
ＵＦＪコンサルティングの村林社長が気仙沼高
校での講演で読書の勧めをしたことを述べまし
た。また、何かと話題の小泉代議士が大島衆議院
議長と本の推薦をしあう仲であるなどホッとす
る話もあります。デジタルとアナログを行った
り来たり、双方を楽しめるのが理想です。

　東日本大震災では、避難所での女性への配慮
が十分ではなかった点が課題のひとつとして挙
げられています。近年相次いでいる自然災害に
備え、避難所について女性の視点から考えます。
　みんなでお茶っこしながら
防災について話しませんか。

日時／ 10 月 23 日（水）
　　　午後１時 30 分から３時 30 分まで
場所／気仙沼中央公民館　会議室 3・4
対象／市内にお住まいの女性
定員／ 30 名（先着順。電話で申し込みください）
内容／災害時の避難所について、避難所体験

談、防災カフェトーク（新聞紙で作る
防災スリッパ、非常食のパンを食べて
みよう、情報交換など）

申し込み・問い合わせ先／
　　　気仙沼中央公民館　☎ 22-6760

「防災はまらいんや講座」
～女性の視点から考える避難所～
「防災はまらいんや講座」
～女性の視点から考える避難所～

気仙沼中央公民館・
気仙沼市自主防災組織連絡協議会共催事業

参加者募集！参加者募集！
防災に対する

心構えを日頃から

　市の公式アプリを６月から配信していま
す。当初は、ごみの出し方や広報けせんぬま
などの情報のみでしたが、現在は、「防災」「公
民館」「市民活動支援センター」「選挙」など
のメニューを随時追加しており、今後も増や
していきますので、ぜひ、ご利用ください。
利用料金／
　アプリの利用料とダウンロードは無料です
が、通信料がかかります。
アプリのダウンロード／
　アプリは Google Play または App Store で

『気仙沼 アプリ』や『気仙沼生活情報』と検
索するか、下記のＱＲコードからダウンロー
ドしてください。

問い合わせ先／市循環型社会推進課
　　　　　　　☎ 22-9680

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

市公式アプリのメニューを
追加しています
市公式アプリのメニューを
追加しています

Check!

　ダウンロード数
＼2,000 件突破！／
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■問い合わせ先／市危機管理課 防災情報係　☎ 22-3402

毎月 11 日は「防災を考える日」です。
震災の教訓や災害への日頃の備えなどについて、家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。

答え：猛暑日

「気温変化に早めに備えるために」　防災を 考 える日
毎月 11日は

■「２週間気温予報」・「早期天候情報」を活用しましょう
　2 週間気温予報は、週間天気予報の先の 2 週間先まで、地点ごと
の最高気温、最低気温と地域ごとの日平均気温を毎日予報します。
　早期天候情報は、その時期としては 10 年に 1 度程度しか起きない
ような著しい高温や低温、降雪量となる可能性が、いつもより高まっ
ているときに、6 日前までに注意を呼びかける情報です。
　気温変化に早めに備えるために、「2 週間気温予報」と「早期天候
情報」を有効的に活用しましょう。
　

■防災基礎クイズ
Ｑ　最高気温が 30℃以上の日を真夏日、0℃未満の日を真冬日、35℃

以上の日は何というでしょう？

〔気象庁ホームページを加工して作成〕

【お詫び】 前回（9/1号）掲載した関東大震災の発生日に誤りがありました。正しくは
　　　　 「大正12（1923）年９月１日」です。お詫びして訂正します。

２週間気温予報
https://www.dat
a.jma.go.jp/gmd
/cpd/twoweek/

早期天候情報
https://www.dat
a.jma.go.jp/gmd
/cpd/souten/

　市内の小・中学校では、現在 10 人のＡＬＴが
先生方と一緒に外国語活動や英語科の指導を
行っています。今回は、本年度２学期から着任し
た３人の方々に自己紹介していただきました。
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　　　　　　　　皆さんを紹介します

ジェイコブ 先生
Mr. JACOB  SIDES  DANIEL
①アメリカ合衆国
　ノースカロライナ州
②日本語の勉強。アニメ、漫
　画、ビデオゲーム、音楽。食べ物ではラーメン。
③鹿折小学校・大島小学校・鹿折中学校
④気仙沼の皆さんと仲良くなって話したいです

（日本語でも英語でも）。また、いろいろな場
所やおいしい食べ物屋さんに行きたいです。

⑤子供たちと楽しい時間を過ごすために、優し
く、面白い、いい先生になりたいです。英語
を教えるのは難しいですが頑張ります！

①アメリカ合衆国
　テネシー州
②写真を撮ること。ビデオゲー

ムをすること。武道も好き。
③九条小学校・条南中学校
④気仙沼の自然をたくさん楽しみたいです。
⑤先生方と一緒に、子供たちに英語を教えるこ

とを楽しみたいと思います。

Ms. JENNIE  DEAN  REMBERT
レム 先生

①出身地  ②好きなこと・もの  ③勤務校　
④気仙沼で体験したいこと  ⑤メッセージ

■問い合わせ先／市学校教育課　☎ 22-3441

　　　　HELLO!
ケセンヌマ ノ ミナサン︕
ヨロシク オネガイシマス

　　　　HELLO!
ケセンヌマ ノ ミナサン︕
ヨロシク オネガイシマス

①アメリカ合衆国
　メリーランド州
②バ レ ー ボ ー ル。フ ル ー ト。

料理も好きで、特にお菓子作りが得意です。
③階上小学校・階上中学校
④いろいろな人と友達になりたい。魚が苦手な

ので、おいしい魚を食べて、好きになりたい。
⑤子供たちに英語が楽しいと思えるような授業

をしたいです。また、国際理解のために、ア
メリカの文化についても教えたいです。

ケイト 先生
Ms. MARY KATE  GREENING
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