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■ 新型コロナウイルス感染症に伴い市主催イベント・会議等の中止又は延期を決定した

内容をお知らせします（2月 28 日現在）。 
■ 今後決定するものについては、改めてお知らせします。 

■ 気仙沼市東日本大震災追悼式については、献花のみ等の方式も含め検討中です。 

 
開催月日 行事名称 場所 中止・延期 市担当部署 

2月28日（金）～
3月1日（日） まるっと気仙沼産直市 2020 ＪＲ仙台駅２階ス

テンドグラス前 中止 商工課 

2月29日(土) 第 10回子育てほっとサロン すこやか 中止 生涯学習課 
2月29日(土) 第 7回ひな祭りお茶会 波路上自治会館 中止 階上公民館 
2月29日(土) 語り部勉強会 階上公民館 中止 階上公民館 

2月29日(土) 
チビッコ大学本吉 3地区合同
移動研修(仙台うみの杜水族館
見学等) 

仙台うみの杜水族
館等 中止 

本吉公民館
(小泉・大谷
公民館) 

3月1日（日） 
3.11メモリアルフラワー
WEEK 春のフラワーアレン
ジメント体験会 

気仙沼市東日本大
震災遺構・伝承館 中止 震災復興・

企画課 

3月1日（日） 語り部勉強会 階上公民館 中止 階上公民館 

3月の火・木曜日 マイナンバー申請支援 気仙沼市立病院 中止 震災復興・
企画課 

3月3日（火） ひなまつり会 大島児童館 中止 大島児童館 
3月3日（火） ひなまつり会 鮪立児童館 中止 鮪立児童館 

3月4日  (水) 交流サロン代表者における情
報交換会 やすらぎ 中止 地域包括ケ

ア推進課 

3月4日  (水) PF事業松岩小 2年「地域に
伝わる昔話」 松岩小学校 中止 松岩公民館 

3月4日（水） パンケーキ作り 鮪立児童館 中止 鮪立児童館 
3月5日（木） 幼児あそびの日 赤岩児童館 中止 赤岩児童館 

3月6日  (金) 家庭教育学級「子育て講座」
及び閉講式 大谷幼稚園 中止 大谷公民館 

3月6日（金） ポンポンヘアゴム作り 鮪立児童館 中止 鮪立児童館 
3月7日（土） YDきっずクラブ 鹿折児童館 中止 鹿折児童館 
3月7日（土） 学童あそびの日「おめでとう会」 大島児童館 中止 大島児童館 
3月7日（土） POKÉMON with you 大島児童館 延期 大島児童館 

記者発表資料 

令和２年２月２８日（金曜日） 

保健福祉部健康増進課 

担当：三浦 （内線４１３） 

新型コロナウイルス感染症に伴うイベントの中止等のお知らせ 



 2 / 3 

開催月日 行事名称 場所 中止・延期 市担当部署 

3月8日（日） けせんぬま防災フェスタ 鹿折公民館 
2/29の
実行委員
会で決定 

危機管理課 

3月8日（日） 
父親の育児参加促進事業「親
子で楽しく揚げかまぼこを作
ろう‼」 

魚市場クッキング
スタジオ 中止 子ども家庭

課 

3月8日・15日・
22日・29日（日） 特別防災セミナー 気仙沼市東日本大

震災遺構・伝承館 中止 震災復興・
企画課 

3月8日（日） 気仙沼大島ウェルカム・ター
ミナル施設完成記念式典 

気仙沼大島ウェル
カム・ターミナル 延期 商工課 

3月9日  (月) PF事業松岩小 2年「大福餅
作り体験」 松岩公民館 中止 松岩公民館 

3月9日（月） まちの保健室 サンデーホームマ
ート本吉店 中止 健康増進課 

3月10日（火） 館長と遺構をまわろう 気仙沼市東日本大
震災遺構・伝承館 中止 震災復興・

企画課 
3月10日（火）～
3月11日（水） 語り部とお茶っこコーナー 気仙沼市東日本大

震災遺構・伝承館 中止 震災復興・
企画課 

3月11日（水） 階上中学校コラボイベント 
防災弁論発表会 

気仙沼市東日本大
震災遺構・伝承館 中止 震災復興・

企画課 

3月11日（水） 階上中学校コラボイベント 
階上中学校語り部ガイド 

気仙沼市東日本大
震災遺構・伝承館 中止 震災復興・

企画課 
3月11日（水） 絵本読み聞かせ ぐるるんぱ 鹿折児童館 中止 鹿折児童館 
3月12日（木） 母親クラブ総会＆おめでとう会 鮪立児童館 中止 鮪立児童館 

3月12日（木） 障害者就労支援事業所製品販
売会 

ワン・テン庁舎２
階 情報プラザ 延期 社会福祉課 

3月12日（木） 親子クッキング 本吉保健福祉セン
ターいこい 中止 本吉子育て支

援センター 

3月13日  (金) 面瀬塾 移動研修「ひな祭り
～齋理のひな祭り～」 松森町 齋理屋敷 中止 面瀬公民館 

3月13日  (金) 寿大学第6回講座並びに閉講式 本吉公民館 中止 本吉公民館 

3月13日  (金) 子育て相談 本吉保健福祉セン
ターいこい 中止 本吉総合支所

保健福祉課 
3月13日（金） 1歳以上幼児遊びの日 気仙沼児童センター 中止 子ども家庭課 
3月13日（金） おはなし会 赤岩児童館 中止 赤岩児童館 
3月13日（金） 親子カフェ 赤岩児童館 中止 赤岩児童館 
3月14日（土） シェルオーナメント作り 鹿折児童館 中止 鹿折児童館 

3月14日（土） 特別フォーラム 開館から 1
年間をふりかえる・活かす 

気仙沼市東日本大
震災遺構・伝承館 中止 震災復興・

企画課 

3月14日（土） モーランド春のオープンセレ
モニー 

本吉放牧場モーラ
ンド本吉 

開会セレ
モニーを
中止 

本吉総合支
所産業課 

3月14日（土） 孫や子どもと一緒に出来るス
マホ教室 

ＩＴベース こは
らぎ荘 中止 産業再生戦

略課 
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開催月日 行事名称 場所 中止・延期 市担当部署 
3月14日（土） 児童遊びの日 気仙沼児童センター 中止 子ども家庭課 
3月14日（土） 卓球大会 鮪立児童館 中止 鮪立児童館 
3月15日（日） まちの保健室 イオン気仙沼店 中止 健康増進課 

3月15日（日） 令和元年度気仙沼市地域防災
リーダー（ＫＢＬ）養成講座 

ワン・テン大ホー
ル 中止 危機管理課 

3月16日  (月) 環境省との「車座ふるさとト
ーク」 

ひと・まち・しご
と交流プラザ 中止 学校教育課 

3月16日  (月) 断酒例会 本吉保健福祉セン
ターいこい 中止 本吉総合支所

保健福祉課 

3月17日  (火) 令和元年度第 2回九九鳴き浜
清掃 九九鳴き浜 中止 生涯学習課 

3月17日（火） 心の健康づくり講演会 唐桑保健福祉セン
ター 中止 唐桑総合支所

保健福祉課 

3月17日（火） 子育て相談 市民健康管理セン
ター「すこやか」 中止 健康増進課 

3月17日（火） 

第２次気仙沼市総合計画後期
基本計画策定キックオフイベ
ント 「これからの気仙沼を
考える市民フォーラム」 

ワン・テン庁舎 
大ホール 中止 震災復興・

企画課 

3月18日（水） 誕生会&お店屋さんごっこ 鹿折児童館 中止 鹿折児童館 

3月18日（水） 0歳児乳幼児遊びの日 気仙沼児童センタ
ー 中止 子ども家庭

課 

3月20日（金） 3.11メモリアルイベントライ
ブ熊谷育美ライブ 

気仙沼市東日本大
震災遺構・伝承館 中止 震災復興・

企画課 

3月21日（土） 3.11メモリアルイベントライ
ブ合唱団Ｙｏｕｔｈ 

気仙沼市東日本大
震災遺構・伝承館 中止 震災復興・

企画課 

3月21日（土） 3.11メモリアルイベントライ
ブ和楽器演奏集団 独楽 

気仙沼市東日本大
震災遺構・伝承館 中止 震災復興・

企画課 

3月22日（日） 思い出の品出張閲覧会 和楽
器演奏集団「独楽」演奏会 

南郷コミュニティ
センター 中止 危機管理課 

3月22日（日） 思い出の品出張閲覧会 和楽
器演奏集団「独楽」演奏会 

幸町コミュニティ
センター 中止 危機管理課 

3月24日（火） ２．３月生まれのお誕生会 本吉保健福祉セン
ターいこい 中止 本吉子育て支

援センター 
3月25日  (水) スプリングコンサート㏌松岩 松岩公民館 中止 松岩公民館 
3月26日（木） 児童あそびの日 赤岩児童館 中止 赤岩児童館 

 

 


