
記者発表資料資料１
平成22年10月１日
企画部企画政策課
担当：村上（内線３１１）

「みなと気仙沼大使」の委嘱について

１ 大使設置の目的とこれまでの経過

(1) 目的

本市にゆかりのある皆様方のご支援をいただき、本市の食や歴史、文化等の

魅力を広く情報発信していただくとともに、様々な情報提供をいただき、今後

の産業振興やまちづくりにつなげていくものです。

(2) 経過

「リアスさんりく気仙沼大使」として平成18年９月にスタートし、第１期71

人、平成20年９月に第２期74人を委嘱、その後一部の方を追加し、任期終了時

の平成22年８月末日時点の委嘱人数は78人となっております。

２ 今回の見直しのポイント

(1) 昨年９月の合併により、本吉町出身者を新たに加えました。

(2) 全国有数の「港」のイメージにちなみ、名称をより親しみやすい「みなと気

仙沼大使」に改めました。

３ 今回の委嘱の概要

(1) 任期

２年（平成22年10月１日から平成24年９月30日まで）

(2) 委嘱をお願いする方々

別紙のとおりです。

４ 今後のスケジュール

(1) 本日から順次、委嘱状と併せ観光パンフレット等を送付します。また、大使

の名刺についても、印刷ができ次第送付します。

(2) 三國清三氏並びに木村克己氏については、10月２日（土）に気仙沼小学校で

開催される第９回プチシェフコンテストの表彰式（16時30分頃～）終了後、同

会場で市長から委嘱状を交付します。

(3) 都内での大使との懇談会開催も今後検討します。



１ 本市出身・市内学校卒業者等 (敬称略・50音順)

氏　名 ふりがな 職業・役職等 備　考

1 東　　　　孝 あずま　たかし
国際・全日本空道連盟 理事長，
大道塾代表師範・塾長

本市出身

2 生　島　　　淳 いくしま じゅん スポーツジャーナリスト 本市出身

3 生　島　ヒロシ いくしま　ひろし タレント，フリーアナウンサー 本市出身

4 伊　藤　博　英 いとう　ひろひで ＮＨＫアナウンサー 九条小学校に在籍

5 岩　手　佳代子 いわて かよこ フリーアナウンサー 本市出身

6 梅　内　拓　生 うめない　たくせい 医師，北里大学客員教授 気仙沼高校出身

7 奥　田　　　穰 おくた　みのる 神戸国際大学名誉教授 本市出身

8 小野寺　重　之 おのでら　しげゆき (株)日立建設設計営業主管 本市出身

9 小野寺　洋介山 おのでら ようすけざん プロボクサー スーパーライト級 本市出身

10 菊　田　一　平 きくた　いっぺい (株)集英社 総合管理部部長代理 本市出身

11 菊　田　潤　一 きくた　じゅんいち (株)シマノ ライフスタイルギア事業部係長 本市出身

12 木　村　克　己 きむら　かつみ
ソムリエ，日本酒スタイリスト，
飲食コンサルタント

祖父が本市出身

13 熊　谷　育　美 くまがい　いくみ シンガーソングライター 本市出身

14 熊　谷　　　満 くまがい みつる (株)ユアテック取締役会長 本市出身

15 気　仙　沼二郎 けせん ぬまじろう プロレスラー，歌手 本市出身

16 境　　　恒　春 さかい　つねはる
ＮＰＯ法人 日本ベトナム障がい者支援セン
ター理事

本市出身

17 佐々木　宏　幹 ささき　こうかん 駒沢大学名誉教授 本市出身

18 佐　藤　千　晶 さとう ちあき (株)東日本放送アナウンサー 本市出身

19 菅　原　克　彦 すがわら　かつひこ フリーアナウンサー 本市出身

20 鈴　木　美登里 すずき　みどり 画家 本市出身

「みなと気仙沼大使」名簿
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氏　名 ふりがな 職業・役職等 備　考

21 髙　橋　敏　之 たかはし　としゆき 学校法人大和学園 京都調理師専門学校教員 本市出身

22 橘　　　洋　子 たちばな　ようこ 東京音楽大学講師，声楽家 本市出身

23 中　川　晃　教 なかがわ　あきのり シンガーソングライター，俳優 父親が本市出身

24 長　峯　純　一 ながみね　じゅんいち 関西学院大学教授 本市出身

25 バイソン　片山 ばいそん　かたやま ジャズドラマー，作曲家 本市出身

26 橋　本　彌　一 はしもと　やいち 気仙沼2000さくらの会会長 本市出身

27 畠　山　　　武 はたけやま　たけし 北海道テレビ放送(株) 顧問 本市出身

28 畠　山　美由紀 はたけやま　みゆき 歌手 本市出身

29 畠　山　保　雄 はたけやま　もりお 弁護士，丸の内総合法律事務所 代表弁護士 本市出身

30 花　柳　寿々菊 はなやぎ　すずぎく 日本舞踊家，花柳流師範 本市出身

31 藤　村　和　男 ふじむら　かずお (財)教科書研究センター 参与 本市出身

32 藤　村　惠　一 ふじむら　けいいち (株)テレビ岩手アナウンサー 本市出身

33 MAI（三浦　舞） まい(みうら まい) ヴォーカリスト 本市出身

34 マギー　審　司 まぎー　しんじ マジシャン，タレント 本市出身

35 村　上　亜希子 むらかみ　あきこ 北海道テレビ放送(株)アナウンサー 本市出身

36 村　上　茂　雄 むらかみ　しげお 漫画家 本市出身

37 村　上　弘　明 むらかみ　ひろあき 俳優 気仙沼高校出身

38 森　田　和　子 もりた　かずこ 森田英数教室主宰 本市出身

39 守　屋　　　洋 もりや　ひろし 中国文学者，ＳＢＩ大学院教授 本市出身
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２ 市の取組への御協力者 (敬称略・50音順)

氏　名 ふりがな 職業・役職等 備　考

1 石　川　治　江 いしかわ　はるえ
ＮＰＯ法人 ケア・センターやわらぎ代
表理事，社会福祉法人 にんじんの会 理
事長，立教大学大学院教授

旧市総合計画策定会議顧問
ほか

2 内　館　牧　子 うちだて　まきこ 脚本家 青年会議所主催講演会講師

3 遠　藤　恵　子 えんどう　けいこ 山形県立米沢女子短期大学学長
旧市総合計画策定会議顧問
ほか

4 大　宮　　　恭 おおみや　やすし
東北インテリジェント通信(株)理事・
経営企画部長

旧市情報化計画策定委員会
委員

5 北　村　真夕美 きたむら　まゆみ (株)青森経営研究所 代表取締役
三陸縦貫自動車道の整備促
進に係るシンポジウム講師
ほか

6 倉　田　勇　雄 くらた　いさお 倉田機械設計事務所 代表
地域情報化に係る講演会講
師ほか

7 古　賀　方　子 こが　まさこ ＮＰＯ法人 全国街道交流会議 専務理事
街道を生かした地域づくり
に尽力

8 小　林　登史夫 こばやし　としお
独立行政法人 理化学研究所 客員主管研
究員

宮城大学食産業学部公開講
座講師

9 小　林　政　広 こばやし　まさひろ 映画監督
本市を主な舞台とした映画
を製作

10 さかえ　里　美 さかえ　さとみ 歌手
三陸縦貫自動車道の早期実
現をＰＲ

11 清　水　愼　一 しみず　しんいち (株)ジェイティービー 常務取締役
仙台・松島・気仙沼・平泉
等をめぐる「こがね号」の
運行に尽力

12 壤　　　晴　彦 じょう　はるひこ 演出家・俳優，演劇倶楽部「座」代表
気仙沼演劇塾「うを座」を
指導

13 世　古　一　穂 せこ　かずほ
ソーシャルデザイナー，
ＮＰＯ法人 ＮＰＯ研修・情報センター
代表理事

旧市総合計画策定会議顧問
ほか

14 外　尾　悦　郎 そとお　えつろう
彫刻家，サグラダ・ファミリア大聖堂の
彫刻を担当

本市とスペインの国際交流
に関わる

15 谷　口　和　也 たにぐち　かずや 東北大学大学院名誉教授
水産振興に係る講演会講師
ほか

16 谷　口　博　昭 たにぐち ひろあき 国土交通省顧問
道路行政に係る講演会講師
ほか

17 仲　谷　一　宏 なかや　かずひろ 北海道大学名誉教授
「原色魚類図鑑 改訂版」
を共著，リアスシャーク
ミュージアムの監修
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氏　名 ふりがな 職業・役職等 備　考

18 中　山　章　子 なかやま　あきこ 料理研究家，フードコーディネーター
異業種グループ「リアスク
リエーション」への指導

19 新　川　達　郎 にいかわ　たつろう 同志社大学大学院教授
旧市総合計画策定会議顧問
ほか

20 糠　谷　真　平 ぬかや　しんぺい
独立行政法人 国民生活センター顧問，
帝京大学教授

活性化に関する講演会講師

21 野　田　一　夫 のだ　かずお (財)日本総合研究所会長
「港町スクエア構想」を提
唱するなど本市のまちづく
りに協力

22 波多野　兼　二 はたの　けんじ
(財)日本相撲協会 式秀親方，
(財)日本相撲協会委員(審判部・指導普
及部)

大相撲気仙沼場所の親方

23 馬　場　文　雄 ばば　ふみお (株)ユアテック 総務部長
元東北電力株式会社気仙沼
営業所長在職中まちづくり
事業に尽力

24 日　髙　良　実 ひだか　よしみ
イタリア料理シェフ，
アクアパッツア 代表取締役

けせんぬま食のまちづくり
フォーラム講師

25 堀　　　　一 ほり　はじむ
日本生活協同組合連合会職員，
元(財)日本離島センター専務理事，
元全国離島振興協議会事務局長

「アイランドテラピー構想
推進に関する調査」に関わ
る

26 益　子　　　修 ますこ　おさむ 三菱自動車工業(株)代表取締役社長
本市の活性化に強い関心を
寄せる

27 松　本　礼　二 まつもと　れいじ 日本観光情報代表

広域組合主催「リアス四季
海岸観光塾」パネラー，
「東北レジャー情報」で本
市をＰＲ

28 三　國　清　三 みくに　きよみ
シェフ，
(株)ソシエテミクニ 代表取締役

プチシェフコンテスト審査
委員長

29 水　越　けいこ みずこし　けいこ シンガーソングライター
気仙沼をイメージして「海
潮音」等を作詞・作曲

30 村　上　安　正 むらかみ　やすまさ 金属鉱山研究会 顧問 2市1町黄金の里講演会講師

31 森　　　勝　義 もり　かつよし
東北大学名誉教授，
(財)かき研究所理事長

「舞根研究センター」にお
いてかきの研究を指導

32 矢　作　一　廣 やはぎ　かずひろ
東北インテリジェント通信(株)理事・
線路施設部長

元東北電力株式会社気仙沼
営業所長在職中まちづくり
事業に尽力

33 山　本　セツ子 やまもと　せつこ 中日本航空(株)顧問
本市の活性化に強い関心を
寄せる
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