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［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  － その他の支援策や最新情報は

市公式サイトをご覧ください。 市公式サイト

■対象者／次の要件をすべて満たす方
❶市内中学校または市内高等学校を卒業した者
❷現在、国内かつ市外において生活している学生
　であること
※「学生」は高等学校、中等教育学校、高等専門学
　校、大学、大学院、専修学校、各種学校、特別支援
　学校その他これらに準ずる学校に在学する者
❸平成２年４月２日から平成17年４月１日まで
　に生まれた者

気仙沼市出身学生応援地場産品給付事業気仙沼市出身学生応援地場産品給付事業
気仙沼市出身の学生を応援します！気仙沼市出身の学生を応援します！

新型コロナウイルス感染症対策関連　新型コロナウイルス感染症対策関連　

Ａ ふかひれ満足セットＡ ふかひれ満足セット

D ごはん食べたい応援セットD ごはん食べたい応援セット

Ｃ よくばりまんぷくセットＣ よくばりまんぷくセットＢ 秋のさんま大好きセットＢ 秋のさんま大好きセット

Ｅ パワフル朝ごはんセットＥ パワフル朝ごはんセット
■問い合わせ先／
●申請・受付に関すること
　市移住・定住支援センターＭＩＮＡＴＯ ☎ 25-9119
　※ＬＩＮＥを使用できない方はお問い合わせください。
●事業に関すること
　市震災復興・企画課けせんぬま創生戦略室 ☎ 22-6600 内線 314

■申請の流れ／
❶スマートフォンで市公式ＬＩＮＥを登録します
※既に登録済みの場合は必要ありません
❷市公式ＬＩＮＥ宛てに「学生応援」とメッ
　セージを入力します
❸入力フォームの案内が表示されます
❹入力フォームに従って申請内容を入力します
❺申請完了から約２～３週間後に応援物資が
　届きます

■応援物資／ＡからＥのセットのうち１つ選択できます

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、帰省等移動の自粛やアルバイト
などによる生活費の確保が困難となっている本市出身で市外在住の学生に対
し、地域の特産を集めた地場産品の詰め合わせを応援物資として給付します。
　対象者などは次のとおりですが、市外在住の対象学生がいるご家族の方は、
ぜひ本事業のことをお伝えいただき、学生ご本人より申請ください。

市 移 住・定 住 支 援
センター公式サイト
市 移 住・定 住 支 援
センター公式サイト

市公式サイト 市公式サイト 

　市では、本市出身者で、現在本市を離れて修
学しており、奨学金の貸付を受けている学生・
生徒を対象に、新型コロナウイルス感染症の影
響によるアルバイト収入の減少などに対する
支援を行うため、「奨学生緊急支援金」の給付を
行います。
■対象者／次の全てに該当する方
❶大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修 
    学校、各種学校等に在学している方　
※高校生は対象外です
❷市外に居住している方
❸気仙沼市立中学校を卒業した方
❹本年度貸与型奨学金を受けている方　
※気仙沼市奨学金、気仙沼育英会奨学金、松岩愛
　林公益会奨学金、東日本大震災みやぎこども育
　英基金を利用されている方は、すでに別途案内
　をしていますので、今回対象となりません。
■給付金額／１人あたり３万円
■申請方法／
 郵送による申請
　申請書に次の書類を添付して郵送
〈添付書類〉
❶在籍を確認できる書類（学生証の写し、在学
　証明書）
❷貸与型奨学金を受けていることの確認書類
　（奨学生証、貸与額通知書、採用決定通知等の写し）
❸給付金の振込先が確認できる通帳の写し
 電子申請
　市公式ＬＩＮＥ宛てに「奨学生緊急支援」と
メッセージを入力し送信すると、申請の案内が
表示されます。
　申請書のダウンロード、申請方法
については市公式サイトをご覧く
ださい。
■問い合わせ・申し込み先／
・市移住・定住支援センターＭＩＮＡＴＯ　
　〒988-0018 南町海岸１-11
   市まち・ひと・しごと交流プラザ２階　 
   ☎ 25-9119（火～土曜日10:00～17:00）
　　 info@minato-kesennuma.com 
 ・事業担当：市教育委員会学校教育課学事係
　☎ 22-3441申

奨学生緊急支援金奨学生緊急支援金
申請期限
11
3030月

市公式サイト 市公式サイト 

申請期限
10 3131土

いちかわこん

しん し

　本市でも新型コロナ感染症の再発生が見られ、全国
的には収束の糸口も見いだせないまま8月が終わりま
した。落ち着かない夏になってしまいましたが、東日本
大震災の犠牲者にとって10回目のお盆、そして第二次
世界大戦終結から75年という節目の夏でした。本来な
ら全国民で静かに、来し方行く末を考える夏であるべ
きでした。
　そんな中でも様々な紙面や報道番組などで戦争と平
和については語られました。実際に戦場に赴き戦火を
くぐった方々は既に90歳代、本当の戦争の姿について
お話をされ、力を振り絞って平和の大切さを説いてお
られました。
　歴史上どんな大きな出来事の発生でも、その大きさ
に関わらず時は否応なく過ぎていき、私たちの暮らし
もその流れの中で日常を取り戻し、一方で全てが日常
に埋没していきます。この繰り返しをただの繰り返し
のままにしてはいけない、そのことを確認するのが日
本人にとっての８月であり、私たちにとっての３月11
日なのだと思います。
　人々が日常それぞれの考えに基づき、様々に行動を
し、自由で掴みどころのない社会が広がっていくなか
で、時を合わせて戦争体験や被災体験に思いを馳せ、国
民や市民が心を一つの方向に向けることが絶対的に必
要、その事を特に大切に感じた8月でありました。
　ある著名なキャスターが「戦争体験」について「社会
を結びなおすもの」と言う表現をしていました。世界の
中にはこのコロナ禍にあって、社会を分断する方向に
動かそうとする国もあるなかで、また、私たちも流され
やすい人間社会にあるなかで「社会を結びなおす」こと
の大きな意味を感じたところです。
　「社会を結びなおす」ことは必ずしも災いだけがきっ
かけや原因になるものでもありません。大きな喜びも
その一つだと思います。前回の東京オリンピック、170
分にも及ぶ市川崑監督の公式記録映画を見ました。
淡々としたナレーションだけで進んでいく映像のな
か、選手たちの真剣なまなざしと日本国民の心が一つ
になっていく様子が見事に描かれていました。
　そんな大きな喜びを創っていくこと、そのことに努
めていきたいと思います。また、そのことは地道で確実
かつ真摯な取り組みの積み重ねからしか生まれないこ
とも意識していかなければならないと思っています。
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