
    

　気仙沼市長

 気仙沼

［市長コラム］［市長コラム］

－ Go Ahead ! 
　     Kesennuma  －

　先月17日、待ちに待った連続テレビ小説「おかえりモ
ネ」の放送が始まりました。気仙沼や登米のコトやモノ
（物・者）がふんだんに登場、こんなに地域の発信をして
くれる連ドラは初めて見たような気がします。コロナ
の影響で巣ごもり状態が続く都会の皆さんにとって青
い空や海、そして森の緑はタイムリーな贈り物になっ
ているのではないでしょうか。
　気象現象がきっかけになってドラマが展開する流れ
も、気仙沼や登米の風土や暮らしを紹介する効果が抜
群です。林業や漁業は天候に合わせて行うしごと。当地
の産業や生活、人情が全国に発信される毎日は、これま
で何十年もかかって作ってきた観光地気仙沼のブラン
ドを飛躍的に高めることになりそうです。竹下景子さ
んが生まれ変わった亀島（大島）の牡蠣も大変なことに
なるのでは。観光誘客、関係人口増加、移住定住促進、物
産振興など、官民プロジェクトをフル回転、追い風を掴
んでいかなければなりません。
　これから放映が進む中で森と海の繋がりや東日本大
震災とモネの関係など、当地にとって大切なテーマも
描かれていくことと思います。ぜひ、連ドラの歴史に残
るようなヒット作となるよう期待しています。　
　気象予報士が誕生してから27年が経つそうです。こ
れまでの合格者は1万人強、国家試験は合格率約５％の
難関とか。地球温暖化が進み、異常気象や大規模災害が
頻発する状況の中、このドラマをきっかけに多くの方
が気象や地球環境に興味を持ち、人類の共通目標であ
る二酸化炭素の排出抑制に繋がり、生活のあり方を見
直し、地方での暮らしに興味を持っていただければと
思います。
　「おかえりモネ」の放映をきっかけに、大震災後、東北
地方で連ドラの舞台となった「あまちゃん」の久慈市、
「エール」の福島市と本市が合同で東京有楽町の交通会
館に拠点を確保、7月から少なくとも１年にわたり、3市
の観光・物産・移住定住の窓口を開設することになりま
した。同建物は全国各地の「ふるさとプラザ」や全国の
都道府県がブースを持つ「ふるさと回帰センター」が入
居、地方移住に興味のある方々が集まる中心地です。ぜ
ひ、首都圏のご家族・知人・友人にご紹介ください。

たけ  した   けい　こ

モネ、始まる第111回

申

　中小企業の経営相談に無料で応じる「気仙沼
ビジネスサポートセンター（略称：気仙沼ビズ）」
が、６月 1 日に開所します。100 名を超える応募
者の中から選ばれたセンター長が常駐し、お金
をかけずに売り上げを上げる方法を事業者と一
緒に考えます。相談時間は１回 60 分で、何度で
も無料でご利用いただけます。新商品開発に関
するご相談や、商品・サービスのＰＲに関する
ご相談など、何かありましたらお気軽にご利用
ください。ＮＰＯや社会福祉法人など、非営利団
体からのご相談にも応じます。

Takayuki Yoshizawa

■名称／気仙沼ビジネスサポートセンター
               （略称：気仙沼ビズ）
■住所／南町海岸１番 11 号　
    気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ１階
■時間／10:00～16:00（原則12:00～13:00は除く）
■申込方法／完全予約制。まずはお電話にてご相談
　ください。
問産業戦略課 ☎ 22-3436

センター長

コメント
　皆様はじめまして。このた
びセンター長に就任した吉澤
貴幸と申します。神奈川県
茅ヶ崎市からやってまいりま
した。これから毎日、皆様の
相談をお聞きし、その強みを
明らかにし、事業の成功を共
に目指したいと思います。そ
のためにも、お気軽にお声が
けいただき、町のことや皆さ
まのことを教えてください。
よろしくお願いします。

よしざわ　　たかゆき

Profile ／愛知県出身。早稲田大学卒業。複数
の広告会社などでの勤務を経て、2015 年にテレビ
CM や映画、ミュージックビデオなどを手掛ける
大手映像プロダクション「株式会社 AOI Pro.」に
入社。クリエイティブディレクター、体験設計部長、
グループ会社の取締役などを務め、ブランディン
グやプロモーション戦略、新サービス開発などを
担当してきた。令和２年に気仙沼市が行った「気
仙沼ビズ」センター長の全国公募を見て応募。
100 名を超える応募者の中から、気仙沼ビズのセ
ンター長に選ばれた。令和３年5 月着任。趣味は
サーフィン。

吉澤   貴幸  氏   

相談所の概要

ロゴマーク

 無料の経営相談所

「気仙沼ビズ」
    　６月１日オープン

かめ  しま   か  　き   
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             〔本吉町下川内 73歳〕
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             〔本吉町下川内 73歳〕

す　 とうす　 とう

　平成７年に民生委員・児童委員に
就任以来、令和元年に退任される
まで、24年にわたって下川内地区
の地域の見守り、相談役として尽
力されました。東日本大震災直後
には、地域住民の安全確認や被災
地区の委員の活動支援を行い、市
民生活の再開にも寄与されました。
受章には「先輩や同僚、地域の皆
さん、活動を広く支えてくれた夫
のおかげです」と話されました。
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藍綬褒章藍綬褒章
〔社会福祉功績〕〔社会福祉功績〕

　昭和45年に旧本吉町消防団に
入団以来、令和２年に市消防団
長として退団されるまで、50年
にわたり、消防活動に尽力され
ました。災害現場でのご活躍の
ほか、火災予防の重要性を訴え、
住民の防災意識の高揚にも努め
られました。受章には「亡き妻
の支えがあり、先輩や仲間たち
に恵まれたおかげです」と話さ
れました。

　昭和45年に旧本吉町消防団に
入団以来、令和２年に市消防団
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住民の防災意識の高揚にも努め
られました。受章には「亡き妻
の支えがあり、先輩や仲間たち
に恵まれたおかげです」と話さ
れました。

　昭和47年に市消防団に入団以
来、平成28年に市消防団分団長
として退団されるまで、44年に
わたり、消防活動に尽力されま
した。タンクローリー転落事故
や東日本大震災での行方不明者
捜索支援など火災に限らず、
数々の現場で尽力されました。
受章には「消防署員や先輩、同
僚など支えてくれた人たちのお
かげです」と話されました。
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瑞宝単光章瑞宝単光章
〔消防功労〕〔消防功労〕

　このほど、令和３年の春の叙勲、春の褒章が発表されました。本市からは、瑞宝双光章、
瑞宝単光章、藍綬褒章をそれぞれ１人ずつ合計３人が受章しました。
　受章した皆さんをご紹介します。

　このほど、令和３年の春の叙勲、春の褒章が発表されました。本市からは、瑞宝双光章、
瑞宝単光章、藍綬褒章をそれぞれ１人ずつ合計３人が受章しました。
　受章した皆さんをご紹介します。

３人の方々が叙勲・褒章の栄誉

出典：内閣府ＨＰより
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