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【3月21日に行われた顔合わせ交流会の様子】

気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや

【震災直後】 【平成27年3月11日】
手前は、まついわ復幸マートココサカエル

※写真提供：市内在住写真家　かとうまさゆき氏

気仙沼バル2015春 開催！ 

気仙沼春のスイーツ 「春告げろーる」 販
 気仙沼の春のスイーツとして好評をいただいている「春告げろーる」が、今年も販売しています。 

 気仙沼・南三陸地域で生産された春告げ野菜のペーストを生地に練り込んだ、目に鮮やかなグリーンのロールケー

キで、春季限定の販売です。気仙沼産のいちごが味を盛りたてます。 

 「復興という“春を告げる”スイーツになってほしい」との思いがこもった「春告げろーる」を、どうぞご賞味ください♪ 

 

■販売期間 平成２７年４月３０日（木）まで 

■販売価格 １カット ２００円～ ・ ロール ８８０円～ 

 ※店舗により価格が違います。 

 ※ロールは一部店舗での販売となります。 

 第1回、第2回、そして2014年春と好評だった『気仙沼バル』が今年も開催されます！ 

『気仙沼バル』とはチケットを購入して参加店舗の中から3つお店を選び、楽しく食べ飲み歩いて 

参加店舗を「はしご」するグルメイベントです！参加店舗の自慢のバルメニューを味わってみませんか？ 

■開催日時 

 平成27年4月18日(土)  16時～21時(店舗によって異なります) 

■開催場所  

◇気仙沼復興商店街南町紫市場 ◇復興屋台村気仙沼横丁 

◇気仙沼鹿折復幸マート ◇福幸小町田谷通り ◇その他周辺の飲食店 
※商店街間の移動は無料往復車両をご用意しております。安心してご飲食をお楽しみください♪ 

  ■チケットの購入について 
＊料金＊ 

事前購入 1冊 2,300円 （3枚綴り） 

当日購入 1冊 2,500円 （3枚綴り） 
＊周遊特典＊ 

バル当日、各商店街の受付で、スタンプをGetしよう♪ 

３つ以上のスタンプを集めたらオリジナルグッズをプレゼント！ 

■購入方法 
以下のいずれかの方法でバルチケットをお買い求めいただけます。 

①ｅ＋(イープラス)で事前購入 

②各商店街、駅前観光案内所で事前購入（当日購入もできます） 

③バル当日に各商店街で当日購入 

  

 

■お問い合わせ先 
気仙沼復興商店街南町紫市場 0226-25-9756 

復興屋台村気仙沼横丁     080-1692-8000 

気仙沼鹿折復幸マート      0226-22-8564 

福幸小町田谷通り         0226-23-8666 

  

  詳しくは公式ＷＥＢサイトへ！ 

気仙沼バル 検索 

★「春告げ野菜」 とは…？ 

気仙沼・本吉地方で冬から春にかけて出荷される、 

ちぢみほうれん草などの野菜のことをいいます。 

ＪＡ南三陸では、ブランド化を推進し、商品登録を行っていま

店舗名 住所 電話番号
郵送
販売

菓子舗　うつみ　本店 気仙沼市田中前1-4-10 0226-22-8620 可
菓子舗　うつみ　八日町店 気仙沼市八日町2-2-9 0226-22-8720 可
菓子舗　うつみ　海の市店 気仙沼市魚市場前7-13 0226-22-8839 可
コヤマ菓子店 気仙沼市田中前1-4-8 0226-22-0868 -
菓子舗　サイトウ　田中前店 気仙沼市田中前2-1-8 0226-23-1636 可
菓子舗　サイトウ　紫市場店 気仙沼市南町1-2-1 -
菓子舗　サイトウ　マイヤ気仙沼バイパス店気仙沼市赤岩石兜38 0226-24-2755 -
紅梅 気仙沼市田中174-1 0226-22-0469 -
菓心富月 気仙沼市本吉町津谷松岡890226-42-3048 -
おかしの花子　唐桑本店 気仙沼市唐桑馬場126-1 0226-32-4355 可
おかしの花子　松岩店 気仙沼市赤岩泥ノ木18 0226-22-6629 可
ル・デパール 気仙沼市東新城2-10-19 0229-23-2881 可

～公営住宅入居者の交流会を開催～ 

 気仙沼市では、市内28地区に約

2,200戸の災害公営住宅を建設し

ており、１月末の市営南郷住宅先

工区（2・3号棟75戸）の完成に続

き、去る3月末に市営南郷住宅後

工区（1号棟90戸）と市営長磯浜

南住宅（戸建住宅タイプ20戸）が

完成しました。 

 入居前の3月21日（土）、市営南

郷住宅及び市営長磯浜南住宅の

入居者説明会に合わせ、入居者

同士の顔合わせ交流会を市、社

会福祉協議会、地区ボランティア

の協同により開催しました。 

 顔合わせ交流会では、同じフロア

に住む方同士しお茶会しながら交

流を深めました。 

震災から現在までの様子 
～松岩片浜地区～ 



【海の市のタッチパネル】

 
 冬季休業していた「モ～ランド本吉」が3月21日(土)に春のオープンを迎えました！ 

「モ～ランド本吉」は、太平洋を望むことのできる５２ヘクタールの丘陵地に広がる緑豊かな牧

場で、自然とふれあい、動物と遊び、新鮮な牛乳でバターの手作り体験をして楽しんだり、

バーベキューなども楽しめ、みなさまに安らぎと憩いの場としてご利用いただけるよう様々なメ

ニューを用意しています。緑豊かな自然の中で、楽しい1日過ごしてみませんか。 

  

モ～ランド・本吉 
 

■場所    気仙沼市本吉町角柄15-4 

■開放時間 AM９：３０～PM１６：００ 

■定休日  火曜日（定休日が祝日の場合はその翌日） 

■問い合わせ先 

 ・べ～ごこハウス (TEL/FAX) 0226-43-2468 

 ・まきばのがっこう (TEL/FAX) 0226-29-6208 

 ・ミルクハート館 (TEL) 0226-43-9006 (FAX) 0226-43-9007 

 ・気仙沼市本吉総合支所産業課 (TEL) 0226-42-2976 

１月２５日(日）ポ

ニーの 

赤ちゃん（女の子）

べ～ごこハウス 
牧場を訪れた方に畜産業への理解と親しみを深めてい

ただくため、畜産の歴史の紹介や資料の展示を行って

います。また、売店やバーベキューのできる焼肉ハウ

スも利用できます。 

まきばのがっこう 

小動物とのふれあいや観察ができます。また、ポ

ニーの乗馬体験や牛の乳しぼり体験、バターやアイ

スクリームの手作り体験ができます。 

モ～ランドの紹介 

トリデ、ターザンロープ、ネットトンネルなど、冒

険心をくすぐる木製コンビネーション、そして全長

123mのローラースライダーは子供達に大人気。 

たのしい遊び場 

ミルクハート館 

ミルクハート館では、地元で生産された新鮮な生乳を 

使って牛乳、ヨーグルト、ババロア、アイスクリームを 

作っています。また、バターやアイスクリームの手作り 

  気仙沼ファンクラブは平成２５年３月１１日に設立し、国内外から多くの皆

様にご入会いただきありがとうございます。 

 平成２７年３月１３日現在、５，４１６人の方々に入会いただいております。 

 今後も気仙沼ファンクラブの皆様に、気仙沼の情報をお届けしてまいります。 

 また、気仙沼の知りたい情報がありましたら、ご意見をお寄せ下さい。 

都道府県別加入者 

都道府県 加入者 都道府県 加入者 都道府県 加入者 都道府県 加入者

北海道 100 神奈川県 500 滋賀県 19 徳島県 9

青森県 30 千葉県 311 京都府 61 愛媛県 17

岩手県 133 山梨県 23 奈良県 37 高知県 8

秋田県 39 新潟県 41 大阪府 172 福岡県 61

山形県 59 長野県 68 兵庫県 202 佐賀県 25

宮城県 498 福井県 14 和歌山県 13 長崎県 25

福島県 20 富山県 17 鳥取県 3 大分県 21

茨城県 53 石川県 7 島根県 10 熊本県 14

栃木県 138 静岡県 129 岡山県 54 宮崎県 26

群馬県 63 岐阜県 43 広島県 42 鹿児島県 24

埼玉県 1023 愛知県 139 山口県 22 沖縄県 7

東京都 1047 三重県 26 香川県 8 海外 15

  今年も市内店舗の協力により、気仙沼ファンクラブ会員特典を付与していただきました！ 

 気仙沼にお越しの際は、気仙沼ファンクラブ会員証を持参し、会員特典をご利用ください。 

 会員特典の詳しい内容については、同封のチラシをご覧ください。 

 「気仙沼 海の市」２階の「気仙沼市観光サービスセンター」設置している

タッチパネル式観光情報表示装置（U-Tabaie）が、今回、そのコンテンツの

内容を拡充するとともに、４月１日（水）からインターネット経由でパソコンやス

マートファン等からも見られるようになります。 

 気仙沼市内のイベントや観光スポット、飲食店、宿泊施設、モデルコース

等の観光情報が満載です。ぜひ、ご利用ください！ 
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