
防災を 考 える日
毎月 11日は

~ episode68 ~

■防災基礎クイズ
　視界が白一色になる現象であり、吹雪や降雪時において、目標物を認めることができる最大の距離よ
り近い距離に雪以外に識別できる建物や樹木などが無い状況のことを何というでしょう？

　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：ホワイトアウト

「地域で災害に備えましょう！」

■地域で備える（得意分野を生かして！）

問危機管理課 防災情報係 ☎ 22-3402

 　自治体や自治組織、学校、企業、ボランティア団体など、
地域のさまざまな組織・団体が連携する体制を作り、維持す
ることで、その地域の防災力は向上します。ご近所に、災害
の時に協力しあえたらいいなという団体があったら、積極的
にコミュニケーションを図りましょう。
　また、おまつりなどの参加した人が楽しめるイベントに、
防災教育の紙芝居やゲーム、炊き出しなどを組み入れるのも、
防災の輪を広げるポイントです。

〔内閣府防災情報のページ（みんなで減災（減災啓発ツール））を加工して作成〕

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

２
16

　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で
一斉に行われます。
　当日は、防災行政無線による試験放送や、被災者支
援メールなどへの試験配信を行いますので、実際の災
害とお間違えのないようご注意ください。
■日時／２月 16日（水）午前 11時
■内容／次の配信先に試験放送と試験配信を行います。

【配信先】防災行政無線、被災者支援メール、市公式サイ
ト、ツイッター、Facebook、ＬＩＮＥ、コミュニティFM
問危機管理課 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

　一般財団法人自治総合センターが行う
コミュニティ助成事業（宝くじの社会貢献
広報事業）で九条一区自主防災組織が防災
資機材を整備しました。災害の発生に備え
るとともに、防災訓練などに活用されます。

コミュニティ助成事業で

《備品内容》 

 防災資機材を整備しました

問危機管理課 防災情報係 ☎ 22-3402

防災倉庫 発電機

ガソリン携行缶 電工ドラム

投光器・充電式ラジオ テント

　市では、市民の皆さんを交通事故から守るため
の交通安全街頭指導や、交通安全教育などを行う
交通指導員を募集しています。

■応募資格／次のいずれにも該当する方
❶本市に居住する 20 歳以上 65 歳未満の方
❷普通自動車免許をお持ちの方
❸健康で街頭指導などの交通安全活動に従事でき

る方

■待 遇 ／出動謝礼（１回2,700円）、年謝礼
（年27,500円）、制服貸与、表彰制度など

■応募方法／
　危機管理課へ履歴書と運転免許証の写し

を１部ご持参ください。後日、交通指導
隊本部による面接を行います。

■応募・問い合わせ先／
　危機管理課 交通防犯係
　☎22-6600 内線 263

交通安全活動を通して
地域に貢献しませんか？
交通安全活動を通して
地域に貢献しませんか？

●入団資格／　
①本市に居住または勤務している方
②年齢 18 歳以上 55 歳未満の方（男女問わず）
③心身ともに健康な方（職業問わず）
※①から③の全てに当てはまる方
●年報酬（年間の職務に対する報酬）／　
　２万 7,500 円（階級が団員の場合）
●出動報酬（災害、訓練など 1 回あたりの出動に
　対する報酬）／
　【災害時の出動に対する報酬】
　5,400 円（出動 4 時間以内）
　【訓練などの出動に対する報酬】
　2,700 円（出動 4 時間以内）
※この他、退職報償金、公務災害補償費、入院補
　償、被服貸与があります。

■認定要件（概要）／
・市消防団員を２人以上雇用している
・事業所職員の市消防団員活動について、積極的に

配慮している
・資機材等を市消防団に提供するなど協力している
※上記の基準のいずれかに適合しているときに消防団

協力事業所の認定を行います。

　市消防団は、本部分団と 12 の地域分団で構成され、約 7０0 人の団員が活動しています。
　災害からまちを守るための消防団活動や、機能別団員として災害時の情報収集を行うバイク隊、消防団
の式典などでラッパを吹奏し団員の士気を高めるラッパ隊の活動があります。

■認定を受けるメリット／
〇事業所のＰＲになります
・表示証を自社で公開し、市民・顧客に信頼と

社会貢献を PR できます
・市広報などで事業所名称を公表します
〇県の融資や入札が有利になります
※詳しくは市公式サイトをご覧になるか、

危 機 管 理 課  消 防 団 係（消 防 本 部 内）
   (☎ 22-0983) までお問い合わせくだ

さい。

　事業所などに勤務している消防団員の出動体制づ
くりと事業所の社会貢献度を広く周知するため、消
防団に協力する事業所を募集しています。

 交通指導員
募集しています

を

問危機管理課 消防団係（消防本部内）
　☎ 22-0983

 消防団協力事業所を募集

消防団の主な活動消防団の主な活動
◇災害発生時
　火災時の消火活動、地震・風水害等自　
然災害時の警戒活動、広報活動など
◇訓練
　定例無線訓練（毎月１日）、揚水訓練、バイ
ク隊走行訓練、ラッパ隊練習など
◇行事
　消防出初式（1 月）、消防表彰式（３月）、気
仙沼市消防操法大会、春・秋の火災予防運
動（３・11 月）
◇その他
　祭り・イベントなどの警戒活動、消防屯
所・機械器具の点検・整備

◇災害発生時
　火災時の消火活動、地震・風水害等自　
然災害時の警戒活動、広報活動など
◇訓練
　定例無線訓練（毎月１日）、揚水訓練、バイ
ク隊走行訓練、ラッパ隊練習など
◇行事
　消防出初式（1 月）、消防表彰式（３月）、気
仙沼市消防操法大会、春・秋の火災予防運
動（３・11 月）
◇その他
　祭り・イベントなどの警戒活動、消防屯
所・機械器具の点検・整備

まちを守る　　　　　　 募集まちを守る　　　　　　 募集消防団員消防団員

広報
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●手続きが必要な場合／

月額 1,500 円
・身体障害者手帳１・２級または下肢３級の方
・療育手帳Ａの方
・精神障害者保健福祉手帳１級の方

助成対象者 自動車の所有者 運転者 助成額 手続きに必要なもの

助成対象者 助成額 手続きに必要なもの

・障害者手帳
・印鑑（本人が自署の場
　合は不要）

・18 歳以上で身体障害者手帳
　１・２級または下肢３級の方

月額 1,500 円

月額 1,500 円

月額     750 円

・18 歳未満で身体障害者手帳　
１・２級または下肢３級の方

・療育手帳Ａの方

・精神障害者保健福祉手帳１級の方

●対象となる方・助成額など／
タ
ク
シ
ー
券

タ
ク
シ
ー
券

燃
料
券

燃
料
券

障害者本人
障害者本人
障害者と生計を
一にする家族

障害者本人または障害者と
生計を一にする家族

本人運転の場合、所有者は本人、
家族運転の場合、所有者は本人
または生計を一にする家族

・障害者手帳

・印 鑑（本人が自
　署の場合は不要）

・運転する方の
　運転免許証

・車検証

を交付します

令和４年度障害者社会参加促進助成

タクシー券・燃料券

問社会福祉課 障害福祉係 ☎ 22-6600 内線 437・439

❶下表の対象者に該当し、令和３年度登録申請をしていない方
❷次年度より助成券の種類を変更したい場合（例：燃料券からタクシー券への変更など）
❸燃料券が交付されていて、運転者や車両の所有者、車両番号等に変更がある場合

　『みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度』は、介護職員に長く働いてもらうために、「人材を
育てる・職員の処遇条件を定める、職員の意向を聞く」などの仕組みがある介護事業所が宣言し、『宮
城県介護人材確保協議会』が認証する制度です。
　令和元年度からはみやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度の第２段階が始まり、介護事業所の
人材育成や働きやすさの取り組みをより一層見え
る化できるようになりました。
　介護事業所は、ぜひこの機会にご申請ください。
　宣言・認証事業所は、ホームページ

（https://www.miyagi-kaigojinzai.jp/）に公表されています。
問・みやぎ介護人材を育む 取組宣言認証制度事務局
　   ☎ 022-343-8565   ✉sn.m33033ys@todock.coop
 ・宮城県保健福祉部長寿社会政策課  運営指導班   

       ☎ 022-211-2556

　「障害者社会参加促進助成券」を交付します。令和３年度に登録（申請）された方は、登録内容に基
づき３月末頃に助成券を郵送します。（手続きは必要ありません。）
　ただし、次の場合は変更の手続きが必要となります。令和４年２月２５日（金）までに手続きを行っ
てください。

●新規申請・変更手続き場所／市ワン・テン庁舎２階 社会福祉課、唐桑総合支所保健福祉課、本吉総合支所保健福祉課

≪認証制度マーク見本≫
宣言

事業所
第１段階認証

事業所
第２段階認証

事業所

みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度のご案内   

●日時／２月 19日（土）
　　　 　午後１時 30 分から３時 30 分まで
●場所／気仙沼中央公民館ホール（オンライ

ンでの同時配信もあります）
●内 容 ／国が成長戦略として掲

げる「デジタル田園都市国家
構想」の実現会議委員でもあ
る太田直樹氏（株式会社New 
Stories代表取締役）をゲストに
迎え、国が考えているデジタル化の戦略とは
何か、また、それを活用した気仙沼ならでは
のまちづくり、産業活性化の在り方は何かを
考えます。

●申込方法／二次元コードを読み取り、申し込み
フォームから申し込みください。その他、電話・
メールで申し込む場合は、ご所属、氏
名、参加方法（会場またはオンライ
ン）、連絡先をお知らせください。

●対象者・定員／どなたでも・100名程度
●参加費／無料
●申込期限／２月17日（木）午後５時
●そ の 他 ／新型コロナウイルス感染症の拡大

状況次第では開催形式を変更する可能性が
あります。

                                                      を
　　　　　　　　　　　　募集します

問 産業戦略課 ☎ 22-3436
✉ senryaku@kesennuma.miyagi.jp

「デジタル時代の気仙沼のまち・ひと・しごとづくりを考える
～気仙沼版『デジタル田園都市』の実現を目指して～」

を開催します

おお　  た　 なお      き

申込フォーム（二次元コード）▶

　気仙沼市で新たに出店をしようとお考えの方
に、市はテナントとして “まち・ひと・しごと交
流プラザ　チャレンジショップ” を１年間無料
でお貸しし、あなたの挑戦を応援します。
　詳細については、気仙沼市まち・ひと・しごと交
流プラザHP（「Pier7」で検索）をご確認いただくか、
お気軽に下記連絡先までお問い合わせください。
●募集条件／　
・将来的に気仙沼市内で継続して事業を展開予

定の方
・事務所や無人販売店としての利用ではなく、日用

品や食料品の販売、軽飲食の提供等の利用の方
●募集方法／
・募集期間は令和４年２月１日（火）から28日

（月）まで
・事業計画書を提出していただき、募集期間終了

後となる３月に審査会を開催し、出店者を決定
します。

●テナント出店概要／
・場所：まち・ひと・しごと交流プラザ １階（気仙

沼市南町海岸1-11）
・面積：約 22 ㎡（既存設備：オーブン内蔵式ＩＨ

ヒーター、レジカウンターなど）
・賃料および光熱水費は無料ですが、利用期間は

出店日から１年間の契約となります。
・日常の清掃、内装工事等に係る費用は出店者で

負担していただきます。
問 観光課 施設管理係 ☎ 22-3438

 チャレンジショップ出店者 チャレンジショップ出店者 講演会講演会

　ガス上下水道事業の経営基盤の強化と市民サー
ビスの向上を図ることを目的に、令和４年４月１
日から下水道課を建設部からガス水道部へ移管す
ることとなりました。
　移管に伴い、これまで川口町の終末処理場で行っ
ていた業務について、一部を残し、現在の水道事
務所へ下水道課を移転し業務を行います。
　新事務所で行う業務および終末処理場で行う業
務は下記のとおりとなります。
■移転日（業務開始日）／令和４年４月１日（金）から
■組織名／ガス上下水道部下水道課（旧：建設部下水道課）
 新事務所
●業務内容／
❶下水道使用料、受益者負（分）担金に関すること
❷排水設備工事申請、完了検査、工事資金融資あっ
　せんに関すること

令和４年４月から下水道課の一部業務を新事務所で行います

❸排水設備指定工事店および排水設備工事責任
　技術者に関すること
❹公共ますの設置に関すること
❺下水道管の整備と維持管理に関すること
❻下水道管の地下埋設確認に関すること
●所在地・問い合わせ先／〒988-0006  西みなと町
　８番21号  下水道課 ☎ 24-2229 　 22-9313
 旧事務所（終末処理場）
●これまでどおり終末処理場で行う業務／
❶処理施設等の維持管理に関すること
❷特定施設に関すること
❸排水の水質に関すること
❹炭化肥料の配布に関すること
●所在地・問い合わせ先／〒988-0033 川口町二丁
　目110番地１ 気仙沼終末処理場 
    ☎ 23-1010　   22-9218

℻
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●手続きが必要な場合／

月額 1,500 円
・身体障害者手帳１・２級または下肢３級の方
・療育手帳Ａの方
・精神障害者保健福祉手帳１級の方

助成対象者 自動車の所有者 運転者 助成額 手続きに必要なもの

助成対象者 助成額 手続きに必要なもの

・障害者手帳
・印鑑（本人が自署の場
　合は不要）

・18 歳以上で身体障害者手帳
　１・２級または下肢３級の方

月額 1,500 円

月額 1,500 円

月額     750 円

・18 歳未満で身体障害者手帳　
１・２級または下肢３級の方

・療育手帳Ａの方

・精神障害者保健福祉手帳１級の方

●対象となる方・助成額など／
タ
ク
シ
ー
券

タ
ク
シ
ー
券

燃
料
券

燃
料
券

障害者本人
障害者本人
障害者と生計を
一にする家族

障害者本人または障害者と
生計を一にする家族

本人運転の場合、所有者は本人、
家族運転の場合、所有者は本人
または生計を一にする家族

・障害者手帳

・印 鑑（本人が自
　署の場合は不要）

・運転する方の
　運転免許証

・車検証

を交付します

令和４年度障害者社会参加促進助成

タクシー券・燃料券

問社会福祉課 障害福祉係 ☎ 22-6600 内線 437・439

❶下表の対象者に該当し、令和３年度登録申請をしていない方
❷次年度より助成券の種類を変更したい場合（例：燃料券からタクシー券への変更など）
❸燃料券が交付されていて、運転者や車両の所有者、車両番号等に変更がある場合

　『みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度』は、介護職員に長く働いてもらうために、「人材を
育てる・職員の処遇条件を定める、職員の意向を聞く」などの仕組みがある介護事業所が宣言し、『宮
城県介護人材確保協議会』が認証する制度です。
　令和元年度からはみやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度の第２段階が始まり、介護事業所の
人材育成や働きやすさの取り組みをより一層見え
る化できるようになりました。
　介護事業所は、ぜひこの機会にご申請ください。
　宣言・認証事業所は、ホームページ

（https://www.miyagi-kaigojinzai.jp/）に公表されています。
問・みやぎ介護人材を育む 取組宣言認証制度事務局
　   ☎ 022-343-8565   ✉sn.m33033ys@todock.coop
 ・宮城県保健福祉部長寿社会政策課  運営指導班   

       ☎ 022-211-2556

　「障害者社会参加促進助成券」を交付します。令和３年度に登録（申請）された方は、登録内容に基
づき３月末頃に助成券を郵送します。（手続きは必要ありません。）
　ただし、次の場合は変更の手続きが必要となります。令和４年２月２５日（金）までに手続きを行っ
てください。

●新規申請・変更手続き場所／市ワン・テン庁舎２階 社会福祉課、唐桑総合支所保健福祉課、本吉総合支所保健福祉課

≪認証制度マーク見本≫
宣言

事業所
第１段階認証

事業所
第２段階認証

事業所

みやぎ介護人材を育む取組宣言認証制度のご案内   

●日時／２月 19日（土）
　　　 　午後１時 30 分から３時 30 分まで
●場所／気仙沼中央公民館ホール（オンライ

ンでの同時配信もあります）
●内 容 ／国が成長戦略として掲

げる「デジタル田園都市国家
構想」の実現会議委員でもあ
る太田直樹氏（株式会社New 
Stories代表取締役）をゲストに
迎え、国が考えているデジタル化の戦略とは
何か、また、それを活用した気仙沼ならでは
のまちづくり、産業活性化の在り方は何かを
考えます。

●申込方法／二次元コードを読み取り、申し込み
フォームから申し込みください。その他、電話・
メールで申し込む場合は、ご所属、氏
名、参加方法（会場またはオンライ
ン）、連絡先をお知らせください。

●対象者・定員／どなたでも・100名程度
●参加費／無料
●申込期限／２月17日（木）午後５時
●そ の 他 ／新型コロナウイルス感染症の拡大

状況次第では開催形式を変更する可能性が
あります。

                                                      を
　　　　　　　　　　　　募集します

問 産業戦略課 ☎ 22-3436
✉ senryaku@kesennuma.miyagi.jp

「デジタル時代の気仙沼のまち・ひと・しごとづくりを考える
～気仙沼版『デジタル田園都市』の実現を目指して～」

を開催します

おお　  た　 なお      き

申込フォーム（二次元コード）▶

　気仙沼市で新たに出店をしようとお考えの方
に、市はテナントとして “まち・ひと・しごと交
流プラザ　チャレンジショップ” を１年間無料
でお貸しし、あなたの挑戦を応援します。
　詳細については、気仙沼市まち・ひと・しごと交
流プラザHP（「Pier7」で検索）をご確認いただくか、
お気軽に下記連絡先までお問い合わせください。
●募集条件／　
・将来的に気仙沼市内で継続して事業を展開予

定の方
・事務所や無人販売店としての利用ではなく、日用

品や食料品の販売、軽飲食の提供等の利用の方
●募集方法／
・募集期間は令和４年２月１日（火）から28日

（月）まで
・事業計画書を提出していただき、募集期間終了

後となる３月に審査会を開催し、出店者を決定
します。

●テナント出店概要／
・場所：まち・ひと・しごと交流プラザ １階（気仙

沼市南町海岸1-11）
・面積：約 22 ㎡（既存設備：オーブン内蔵式ＩＨ

ヒーター、レジカウンターなど）
・賃料および光熱水費は無料ですが、利用期間は

出店日から１年間の契約となります。
・日常の清掃、内装工事等に係る費用は出店者で

負担していただきます。
問 観光課 施設管理係 ☎ 22-3438

 チャレンジショップ出店者 チャレンジショップ出店者 講演会講演会

　ガス上下水道事業の経営基盤の強化と市民サー
ビスの向上を図ることを目的に、令和４年４月１
日から下水道課を建設部からガス水道部へ移管す
ることとなりました。
　移管に伴い、これまで川口町の終末処理場で行っ
ていた業務について、一部を残し、現在の水道事
務所へ下水道課を移転し業務を行います。
　新事務所で行う業務および終末処理場で行う業
務は下記のとおりとなります。
■移転日（業務開始日）／令和４年４月１日（金）から
■組織名／ガス上下水道部下水道課（旧：建設部下水道課）
 新事務所
●業務内容／
❶下水道使用料、受益者負（分）担金に関すること
❷排水設備工事申請、完了検査、工事資金融資あっ
　せんに関すること

令和４年４月から下水道課の一部業務を新事務所で行います

❸排水設備指定工事店および排水設備工事責任
　技術者に関すること
❹公共ますの設置に関すること
❺下水道管の整備と維持管理に関すること
❻下水道管の地下埋設確認に関すること
●所在地・問い合わせ先／〒988-0006  西みなと町
　８番21号  下水道課 ☎ 24-2229 　 22-9313
 旧事務所（終末処理場）
●これまでどおり終末処理場で行う業務／
❶処理施設等の維持管理に関すること
❷特定施設に関すること
❸排水の水質に関すること
❹炭化肥料の配布に関すること
●所在地・問い合わせ先／〒988-0033 川口町二丁
　目110番地１ 気仙沼終末処理場 
    ☎ 23-1010　   22-9218
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不審な電話にご注意ください
市役所職員などを装って、「保
険税や医療費の還付がある」
などと電話をかけ、個人情報
を聞きだそうとしたり、ATM

（現金自動預け払い機）の操作を誘導して
お金を振り込ませようとしたりする電話
にご注意ください。市役所や後期高齢者
医療広域連合などの公的機関が、電話で
ATM の操作を指示することは絶対にあり
ません。不審に思われる電話を受けたら
一人で判断せず、市保険年金課、警察な
どにご連絡ください。
問市保険年金課 
　☎ 22-6600 内線 376・377・389
　気仙沼警察署 ☎ 22-7171
　警察相談電話     #9110

  国民年金保険料は口座振替が便利です

　金融機関などの窓口へ行くことが難しい方や、国民年金
保険料の納め忘れを防ぐためには口座振替が便利です。
　通常の口座振替は翌月末日に振替になりますが、当月末
振替（早割）や、まとめて前払い（前納：６カ月分、１年分、２
年分）すると、保険料の割引が適用されるのでお得です。保
険料の割引額は、前納の期間が長いほど大きくなります。
　ご希望の方は、年金事務所や口座のある金融機関でお申
し込み下さい。また、郵送による手続きも可能です。「口座
振替申出書」を送付してください（送付先：日本年金機構 
石巻年金事務所）。※「口座振替申出書」は年金事務所や市
役所の窓口、日本年金機構のホームページにあります。
　なお、令和４年４月分からの前納申込を希望される場合
は、２月末日までに手続きが必要です。
●必要なもの／年金手帳または納付書、預金通帳・通帳届出印
 問日本年金機構 石巻年金事務所 ☎0225-22-5117

　気仙沼市では、現在１０名のＡＬＴが、市内全ての小・中学校を
巡回し、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、令和３年 10 月・11 月に着任した４名のＡＬＴに
以下の質問に答えてもらいました。

　気仙沼市では、現在１０名のＡＬＴが、市内全ての小・中学校を
巡回し、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、令和３年 10 月・11 月に着任した４名のＡＬＴに
以下の質問に答えてもらいました。

❶出身地  
❷好きなこと・趣味  
❸勤務校　
❹気仙沼で挑戦したいこと  
❺メッセージ

❶アメリカ合衆国　
　アイオワ州
❷子供の頃からハープを弾

いていました。
❸唐桑中学校、唐桑小学校、中井小学校
❹気仙沼の名物（ホヤ・カキなど）を食べて

みたいです。
❺気仙沼に来ることができてうれしいです！

これからよろしくお願いします！

グレース先生
Ms. GRACE MALLOY MIHARA

❶アメリカ合衆国  
　ジョージア州
❷時間がある時はよく絵を

描きます。
❸松岩中学校、松岩小学校
❹気仙沼の歴史を学んでみたいです。
❺優しい人が多いので、気仙沼に住むことを

楽しみたいです！よろしくお願いします！

ヴィクトリア先生
Ms. VICTORIA TEAGUE FAITH

❶アメリカ合衆国  バージ
ニア州（沖縄県生まれ）

❷新しい人に出会うこと
や、新しいことを学ぶ
ことが好きです。

❸大谷中学校、大谷小学校
❹気仙沼で皆さんとお話ししながら、日本語

をもっと上手になりたいです。
❺皆さんにお会いできてとてもうれしいで

す。いつでも私に声をかけて下さい。これ
からよろしくお願いします !

アユミ先生
Ms. AYUMI OMAN YUKARI

❶アイルランド　
　クレイガボン
❷歌、旅行、アニメ
❸階上中学校、階上小学校
❹気仙沼のレストラン全部

に行き、気仙沼の食べ物を食べてみたいです。
❺気仙沼の皆さんと、アイルランドの文化を

共有できることが楽しみです！たくさんの
方々とお会いし、日本についてもっと知り
たいと思います！

アリーシャ先生
Ms. ALISHA BLADES MARIA

新しい外国語指導助手(ＡＬＴ)の紹介新しい外国語指導助手(ＡＬＴ)の紹介

　市学校教育課 ☎ 22-3441　市学校教育課 ☎ 22-3441問問

教えて！

　教育長
さん

教えて！

　教育長
さん

～子どもたちの未来のために
　「持続可能な社会」を～ ■
～子どもたちの未来のために
　「持続可能な社会」を～ ■14もっと！ＥＳＤ‼もっと！ＥＳＤ‼

ふるさとを知り、思いを未来へつなごう ～新城小ＥＳＤ（一部）の紹介～

新城のよさを調べよう
　学区内を探検し、地域のよさを探しました。地
域のために自分たちにできることを考えました。

❸学年

さぐろう大川のめぐみ
　大川を調べる学習を通し大川と自分たちの生
活がつながっていることに気付き、恵みに感謝
し、大切にしようという気持ちを持ちました。

❹学年

未来の気仙沼を描こう
　気仙沼の特徴やエネル
ギーの現状、震災からの復興
の様子を調べ、未来の気仙沼
を思い描き、自分たちにでき
ることを考えました。

❻学年

守るぞ！伝統を
　新城地区の伝統文化について調べ、保存会の
方から教えていただいた新城打囃子をふるさと
まつりと学芸会で披露しました。伝統芸能のよ
さを伝えていきたいという思いを持ちました。

❺学年

　ＥＳＤを支える学力　「思いや考えを分かり
やすく伝え合い、共に学ぶ児童の育成」　
  新城小では、「どの子にも分かる・できる授業づくり」を
通して、考える力や表現する力の向上を図ろうと教員が国
語科の指導方法について研究しています。
　その結果、根拠を挙げながら自分の考えを伝えたり、友
達と話し合ったりする中で、一人では気付かなかった見方
や考え方に出会い、探求心が向上する子供が増えました。

　ＥＳＤに取り組む各学校の紹介をします。今回は新城小学校です。
　新城小学校では、多面的・多角的・総合的に考える力や他者と協力する力を育むために、
ふるさとをとりまく環境や古くから伝わる文化、防災等について地域の人々と関わりなが
ら探究学習を進めています。

国語科の公開研究会（10月）ICTも活用して根拠を提示

対話を通して考えを深める

大川で自然観察（９月）

ふるさとまつりで太鼓演奏を披露（７月）

児童数 207 名
学級数 10学級

新城小学校

「復興の軌跡」を劇にして発表

私自身、小学校２年生
から打囃子を始め、大人になって

からは、地域の子供たちに教えるようにな
りました。地域の伝統を継承することにや
りがいを感じています。子供たちの上達ぶ

りを見るのがとてもうれしいです。

復興、木質バイオマス発電、介護・・・。地域のた
めに、たくさんの大人が頑張っていることを知り
ました。私もふるさとのために何かをしたいです。
地区の行事にも参加したいです。

学習を通して、新城には、打囃子や廿一
田植踊などの伝統文化、大川の自然などの
宝物がたくさんあることが分かりました。

大切に守っていきたいです。

６年 千葉 大翔さん
ち  ば   ひろと

６年 小山 香穂さん
おやま  か  ほ

新城打囃子保存会　
代表 小野寺 克己さん

お のでら  かつみ

み の 声んな
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