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気仙沼ファンクラブ（事務局：気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課内） 

気仙沼市八日町一丁目１番１号 

TEＬ ０２２６－２２－３４０９（直通） / FAX ０２２６－２４－１２２６ 

ホームページもご覧ください。 

E-mail chiiki@kesennuma.miyagi.jp 

「気仙沼ファンクラブ」  検  索 

気仙沼市観光キャラクター 

海の子 ホヤぼーや 

≪１日目≫8月3日(土）  

・オープニングセレモニー（17：00～17：40） 

・はまらいんや踊り（18：00～20：30） 

  会場：田中前大通り 

  

≪２日目≫8月4日(日） 

【昼の部】  

・パレード出発式（11：50～12：00） 

・パレード（12：00～15：30） 

・内湾海上行事（12：00～17：00） 

  会場：港町・内湾  

【夕の部】 

・打ちばやし大競演（17：00～20：30） 

・海上うんづら 

 ◇第一部  停船演技（17：00～19：00） 

 ◇第二部  運航演技（19：00頃～20：30） 

・さんま船集魚灯披露（17：00～20：30） 

・海上打ち上げ花火（20：00～20：30） 

・露店コーナー（11：30～20：30） 

＜問い合わせ先＞ 

気仙沼みなとまつり委員会 

〒988－0084 宮城県気仙沼市八日町2－1ー11 

ＴＥＬ：0226－22－4600   

ＦＡＸ：0226－24－3817 

 HP:http://www.kesennuma.or.jp/minatomatsuri/ 

気仙沼ファンクラブ会員数10,000人達成 

 「気仙沼ファンクラブ」は、東日本大震災以来、市外の方で復旧・復興に携わっていただいた方

や本市を応援したいという方々を対象に、本市との結びつきを大切にし、気仙沼の一員になってほ

しいという思いから平成２５年３月１１日に設立しました。 

 この度、令和元年５月２９日に会員数10,000人に達しました。記念すべき10,000人目は、千葉

県市川市在住の女性で、本市より記念品を贈呈させていただきました。 

 

 本市では、震災後、皆様からのご支援をいただき、復興に向け一歩一歩着実に歩みを進めていま

す。皆様の力強い支えがあって今日という日を迎えることができることを心から実感する毎日です。 

 今後も、ファンクラブ通信を通して、復興状況やイベント情報等、「気仙沼の今」を情報配信し

てまいりますので、引き続き気仙沼をご支援いただければ幸いです。 

 第68回気仙沼みなとまつりが8月3日(土）・4日（日）に開催されます！ 

 海上うんづらと打ちばやし大競演による迫力の太鼓演技やクライマックスには海上打ち上げ花火など見所が盛

りだくさん。ぜひ、会場にお越しください。 

 なお、現在予定している内容等は下記のとおりですが、詳しくは下記ＨＰをご覧ください。 

「はまらいんや」とは、気仙沼の方

言で、「一緒に参加しませんか？」

という呼びかけの言葉です。 

 今まで、皆様にお送りしている気仙沼ファンクラブ通信ですが、気仙沼市ホームページでバックナンバーを公開

しております。 

 ファンクラブ通信は、平成25年8月に創刊し、創刊号から復興状況やイベントなど地域情報をお伝えしています。 

 創刊号からご覧いただいている方も、最近ファンクラブに入会した方も、読み逃してしまった記事など過去の記

事もご高覧いただければ幸いです。  

 引き続き、気仙沼ファンクラブ通信をよろしくお願いいたします。 

 

 また、気仙沼市内の各施設で利用できる会員特典一覧も同じくホームページでご覧いただけますので、気仙沼

にお越しの際はぜひチェックしてからお越しください。お越しの際は、会員証をお忘れなく！！ 

「気仙沼ファンクラブ通信バックナンバー」つう  検  索 

気仙沼ファンクラブ通信バックナンバーを公開 

「気仙沼ファンクラブ会員特典」つう  検  索 
気仙沼ファンクラブ会員証 

＜県別加入者＞（令和元年5月29日現在） 

都道府県 加入者数 都道府県 加入者数 都道府県 加入者数 都道府県 加入者数
北海道 183 神奈川県 903 滋賀県 29 徳島県 10
青森県 76 千葉県 599 京都府 94 愛媛県 69
岩手県 298 山梨県 29 奈良県 49 高知県 13
秋田県 74 新潟県 84 大阪府 287 福岡県 106
山形県 113 長野県 84 兵庫県 298 佐賀県 36
宮城県 1694 福井県 18 和歌山県 20 長崎県 30
福島県 91 富山県 22 鳥取県 5 大分県 29
茨城県 106 石川県 14 島根県 24 熊本県 22
栃木県 232 静岡県 170 岡山県 64 宮崎県 53
群馬県 96 岐阜県 72 広島県 143 鹿児島県 56
埼玉県 1335 愛知県 252 山口県 33 沖縄県 10
東京都 1898 三重県 40 香川県 18 海外 17
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かつお祭り開催！ 気仙沼ベイクルーズ遊覧船 
碧い海、爽やかな風･･･大島～唐桑をめぐるひととき･･･ 

ゴールデンウィークに大好評でした『気仙沼ベイクルーズ遊覧船』がこの夏も運航されます！ 

4月7日に開通した美しい気仙沼大島大橋の下をくぐり、唐桑側の湾を巡る約50分間の船旅。 

潮風を受けながらウミネコへの餌やり(かっぱえびせん)はお子さんに大変喜ばれる体験です。 

大島へ車で行けるようになった今だからこそ、貴重な船のひとときをぜひお楽しみください。 

＜お問合せ＞ 

大島汽船株式会社 (0226-23-3315) 

 ※8：00～17：00 

〒988-0018 気仙沼市南町海岸1-11 

 気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ1F 

HP：http://oshimakisen.com/ 

◎ 運航日 

 令和元年 7月 7(日)/14(日)/15(祝)/21(日)/28(日) 

◎ 出航時間 

 ①10：00発 ②11：10発 ③13：20発 ④14：30発 

 ※定員があり、ご希望の時間に乗船できない場合がございますのでご了承ください。 

   お時間に間に合うようお早めにお集まり願います。 

◎ 料金 

 大人 1,500円 (中学生以上) 

 小人  750円 (小学生) 

 ※小学生未満の方は大人（家族・親戚）と一緒の場合は無料。幼児のみの乗船は不可。 

 ※家族・親戚以外のグループ・団体で乗船される場合は、1名まで無料で人数分小人料金 

       がかかります。 

 詳しくは大島汽船(0226-23-3315)までお問合せください。 

◎ チケット販売場所 

 ①大島汽船(株)チケット販売所 (0226-23-3315) 

  ※8：00～17：00 

 〒988-0018 気仙沼市南町海岸1-11 

  気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザ(ウマレル)1F 

 ②（一社）気仙沼観光コンベンション協会 (0226-22-4560) 

  ※8：00～17：00 

 〒988-0037 気仙沼市魚市場前7-13 気仙沼「海の市」2階 

 ③サンマリン気仙沼ホテル観洋 (0226-24-1200(代表)) 

小田の浜 海水浴場  海開き 

日 時：令和元年7月13日(土) 14日(日) 15日(月・祝) 

会 場：海の市（気仙沼市魚市場前7-13） 

    お魚いちば（気仙沼市港町2-13）   

    気仙沼さかなの駅（気仙沼市田中前2-12-3） 

問 合：気仙沼市産業部水産課 0226-22-3435（土日祝除く） 

主 催：気仙沼市生鮮かつおプロモーション事業実行委員会 

生鮮かつお水揚げ２２年連続日本一の気仙沼では、今年も『かつお祭り』が開催されます。 

海の市、お魚いちば、気仙沼さかなの駅・・・ 

おいしいお魚を買うならココ！という３施設合同のイベントでは、各施設独自のイベントを企画しております！ 

そろそろ海が恋しくなる季節。海の幸いっぱいの気仙沼へどうぞお越しください！ 

13日（土）は、3施設共通の目玉企画として、かつお1本1,000円（税込）での特別販売が行われます。（海の市・

お魚いちば；8:00～、気仙沼さかなの駅；8:30～） 

かつおがなくなり次第終了となりますので、お早めにお越しください。 

 初夏に漁獲されるカツオは

「初ガツオ」や「上りガツオ」と

呼ばれ、身が引き締まりさっぱ

りとした味わいが特徴です。 

 今が旬のカツオをお召し上

がりください。 

海開き／2019年7月20日（土） ※神事 10：00～（予定） 

遊泳期間／2019年7月20日（土）～8月18日（日） 

場所／宮城県気仙沼市中山 

時間／9:00～16：00 

施設設備／シャワー、トイレ、海の家 

駐車場／普通車7０台 

 小田の浜（こだのはま）海水浴場は気仙沼大島の東側にある遠浅の美しい

海水浴場で、今年は7月20日（土）に海開きが行われます。 

 環境省の「快水浴場百選」の特選（全国第2位）として認定されており、 

2019年4月7日に気仙沼市の本土と同市内の離島・大島を結ぶ「気仙沼大島

大橋」が開通して、車での移動が簡単になりました。 
 

 東日本大震災による地盤沈下などで大半の砂が流失し、海岸もがれきで埋

め尽くされるなど大きな被害を受けましたが、地元住民や全国のボランティア

による地道な清掃活動によって環境が改善され、平成24年より海水浴ができ

るようになりました。 

 波静かで遠浅の砂浜で海水浴をお楽しみください。 

＜お問い合わせ先＞ 

気仙沼大島観光協会 
Tel:0226-28-3000 

Fax:0226-28-3880 

さらに、この3日間は各施設で、振舞い企画もあります！ 

（施設・開催日ごとに振舞い内容が異なります。） 
 

◎ 海の市 

 7/13（土）10：30～ かつおタタキ握り寿司の振舞い（200人前） 

 7/14（日）10：00～ かつおハラス焼き振舞い（1,000人前） 

        10：30～ かつおタタキ握り寿司の振舞い（200人前） 

        14：00～ かつおあら汁振舞い（200人前） 

 7/15（月）10：30～ かつおタタキ握り寿司の振舞い（200人前） 
  

◎ お魚いちば 

 7/13（土） 8：00～ かつおハラスプレゼント 

           （お買い上げのお客様 先着100名） 

 7/14（日） 8：00～ 生かつおタタキプレゼント 

           （2千円以上お買い上げ 先着100名） 

 7/15（月） 8：00～ かつおハラスプレゼント 

            （お買い上げのお客様 先着100名） 
  

◎気仙沼 さかなの駅 

 7/13（土）11：00～ かつお刺身の振舞い（100人前） 

 7/14（日）11：00～ かつお刺身の振舞い（100人前） 

 7/15（月）  8：30～ 生鮮かつお・地場産品が当たる大抽選会 

              （2千円のお買い上げで1回） 

       11：00～ かつお刺身の振舞い（100人前） 

※気仙沼駅までJRでお越しのお客様は、気仙沼駅前バス停か

ら【新王平】行きにご乗車下さい。【浅根(あさね)】というバス停

が最寄りとなります。小田の浜ビーチへ向かって、徒歩10分程

で着きます。 


