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気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや

カツオの季節到来！ 

気仙沼の新たな食 が完成！ 

 ５月１１日、気仙沼市魚市場に今シーズン初

めてとなるカツオの初水揚げがありました。今年

は昨年より約１カ月早い水揚げに、市場も活気

づきました。 

 気仙沼は生鮮ガツオの水揚げが昨年まで１８

年連続日本一であり、まさに気仙沼を代表する

魚のひとつです。 

 ８月にかけて黒潮にのって、北上するカツオは

三陸沖でたっぷり脂をのせ、戻りガツオとして９

月頃から南下を始めます。この時期にしか味わ

えないさっぱりとした気仙沼の「初ガツオ」をご賞

味ください！ 

 気仙沼の新たな食、気仙沼が水揚げ日本一を誇る「メカジキ」を使った「メカしゃぶ」と「メカすき」が完

成しました。「メカしゃぶ」は残念ながら5月で提供終了となりましたが、 

「メカすき」は通年で提供予定となっております。気仙沼にお越しの際は、是非お召し上がりください。 

 

【提供店舗】 

・旬の味 こうだい  ℡0226-24-8337 （気仙沼市南町1-1-9） 

・和 Restaurant 唐や ℡0226-24-1525 （気仙沼市上田中1-8-4） 

・星岡義山亭     ℡0226-24-8810 （気仙沼市田谷16-21） 

・ちゃんこ宮登    ℡0226-22-0285 （気仙沼市田中前1-5-2） 

 

＊都合により提供できない場合がありますので定休日も含めて事前に各店にお問い合わせ下さい。 

 

 ストラップ作り体験 

 第64回 気仙沼みなとまつり 

   開催日決定！！   

 サメの水揚げ日本一の気仙沼にお越しの際は、是

非「サメ革ストラップ作り体験」はいかがでしょうか？  

 サメ革に好きなスタンプを押して、チャームは岩井

崎の手作り塩を詰めた「塩の小瓶」と、沿岸に流れ着

いたシーグラスを毛糸で包んだものの２種類から選

んで完成です。 

お子様でも簡単につくることが出来ますので、気仙沼

の記念に自分だけのオリジナルストラップを作ってみ

て下さい！ 

 

■体験場所 気仙沼観光サービスセンター 

       （気仙沼市魚市場前7-13 海の市２階） 

 

■体験時間 約１５分 

 

■体験費用 ５００円 

 

■問い合わせ先  

 （一社）気仙沼観光コンベンション協会 

           ＴＥＬ 0226-22-4560 

 

 震災後、中断していた湾内クルーズが再開し、下記の間運航されます！ 

 気仙沼の復興途上の港湾周辺の施設や、緑の真珠と謳われる大島、養殖筏が並ぶ唐桑の景色を洋上からご

覧いただけます。 

 この機会に気仙沼ベイクルーズを是非お楽しみください。 

 

■運航日 

  ８月２日（日） ・ ９日（日） ・ １３日（木） ・ １４日（金） ・ １５日（土） 

 

■出航地  気仙沼港フェリー発着所  

 

■出港時間 （所要時間：約５０分） 

 ・９時３０分 

 ・１１時００分 

 ・１３時３０分 

 

■料金   大人1,000円 小人 500円 

■その他  天候などによりコースなどが変更になる場合がありますので、予めご了承下さい 

 

■問い合わせ先  大島汽船株式会社  

             ＴＥＬ 0226-28-2611 

              ＨＰ  http://www.oshimakisen.com/ 
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 第６４回気仙沼みなとまつりが８月１日(土）２日（日）に開催

されます！ 

 打ち囃子大競演の迫力を感じながら、打ち上げ花火を見ま

せんか。 

 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。 

≪１日目≫ 

８月１日(土）田中前大通り会場 

 オープニングセレモニー（16：30～17：15） 

 はまらいんや踊り（17：30～20：00） 

≪２日目≫ 

８月２日(日）内湾周辺等 

【昼の部】  

 街頭パレード（12：00～15：00） 

【夕の部】 

 打ちばやし大競演（17：00～19：45） 

 海上うんづら 第一部 「停船演技」 

             （17：00～19：00） 

 海上うんづら 第二部（19：15～19：45） 

  「どや節」披露、運航演技 

 海上打ち上げ花火（19：15～19：45） 

■第６４回気仙沼みなとまつり実行委員会ＨＰ 

 http://www.kesennuma.or.jp/minatomatsuri/index.html 

新しい『気仙沼じゃらん』が出来ました 

 今までの港町気仙沼の観光情報の他、さっぱりした味わいの「メカジキ

鍋」気仙沼のＡ級グルメ「ふかひれ丼」などの飲食店情報や景観スポット、

おみやげ情報など気仙沼の魅力を濃縮してお伝えできる観光パンフレットが

出来ました。   

 じゃらん見ながら気仙沼を満喫してみませんか。 

▼「気仙沼じゃらんVol2」ダウンロード先 

「気仙沼観光プラス！」  

 http://pc.kesennuma-kankomap.jp/topics/detail/4189 

 5月11日の初水揚げ風景 



気仙沼市内13店舗で提供している「気仙沼ふかひれ丼」。カツオとコンブの和風

だしで味付けされた150ｇのフカヒレの姿煮は、酢飯との相性が抜群です。産地

でしか味わえない黄金色のふかひれ丼を是非ご賞味ください。 

 
◆気仙沼ふかひれ丼の提供店舗一覧 

http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/1402287670721/index.h

tml 

 
◆問い合わせ先  

気仙沼観光コンベンション協会  

TEL0226-22-4560 

 

   におすすめのモデルコース紹介！ 

4. 生鮮カツオの水揚げ日本一 魚市場見学コース 

3. フカヒレ生産日本一サメのまち気仙沼コース 

5. 大地と海を体感する三陸ジオパークコース 

1.  夏だ、海水浴！フェリーで行く大島コース 

 コース内容 
(1)気仙沼と離島大島までフェリー乗船 

(2)小田の浜海水浴場で海水浴、シーカヤック、スタンドアップパドル 

 ※海開きシーズンのみ 

(3)気仙沼海の市でショッピングなど 

 

 コース内容 
(1)安波山から気仙沼湾を一望 

(2)仮設商店街で食事＆買い物 

(3)リアスアーク美術館で「震災の記録と津波の災害史」を見学 

(4)早朝の気仙沼市魚市場を見学 

(5)気仙沼海の市でショッピング＆シャークミュジアム見学 

 コース内容 
(1)早朝の気仙沼市魚市場を見学 

(2)気仙沼海の市で買い物・シャークミュージアムを見学 

(3)昼食はＡ級グルメ「気仙沼ふかひれ丼」 

(4)仮設商店街で買い物  

 コース内容 
(1)早朝の気仙沼市 魚市場を見学 

(2)気仙沼市魚市場 屋上から内湾を一望 

(3)気仙沼市 海の市で買い物 

 ＆シャークミュージアムを見学 

(4)港町を散策 

コース内容 
(1)潮吹き岩がある「岩井崎」 

(2)気仙沼湾・内湾を望む「神明崎」 

(3)巨釜の「折石」・半造の「トンネル岩」 

(4)唐桑半島ビジターセンター  

(5)震災の津波により海中から浜に打ち上げられた「津波石」 

 

 

2. 「海と生きる」気仙沼体感コース 

☑ 小田の浜海水浴場 

 大島の中心の東側に広がる半円形のカーブ

を描いた美しいビーチ。震災により大きな被

害を受けましたが、地元やボランティアの

方々の協力により震災から約1年後に再開。

夏の海水浴シーズンには海の家もオープンし

海水浴に訪れた人たちで賑わっています。 
 

◆問い合わせ先 気仙沼大島観光協会  

                      TEL0226-28-3000 

気仙沼～大島を結ぶ定期航路は、大人1人片道

410円（子供200円）で1時間に1便程運行してい

ます。全便がカーフェリーも兼ねており、車で

乗船する場合は、事前予約が必要です。なお、

車を本土側に置いていく場合はフェリー乗り場

に隣接している観光客用の駐車場を利用するこ

とができます。 

 

◆詳しい料金・航路時刻はコチラ 

大島汽船(株) 

フェリー乗り場について 

☑ 安波山 

☑ リアス・アーク美術館 

☑ 仮設商店街 

標高239mの安波山は「航海の安全と大

漁を祈願する」という由来から名づけら

れた気仙沼のシンボルの山であり、気仙

沼湾を一望できるのが魅力です。 

◆問い合わせ先 気仙沼市産業部観光課 

        TEL0226-22-3438 

 

 

仮設商店街をはじめ、内湾地区には多くの飲食店や商店が集まっており、ラ

ンチやショッピングが楽しめます。地方発送している魚屋もあるため、家族

や友人へのお土産に是非ご利用ください。 

◆仮設商店街一覧  

http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/1327039888365/index.html 

中心市街地から少し離れた高台にある美術館。 

常設展示のひとつ「東日本大震災の記録と津波の災害史」は、震災直後に

学芸員らが行った被害記録調査活動によって得られた記録写真や収集した

被災物など、震災当時の様子を物語る貴重な資料として展示しています。 

 

◆所在地  気仙沼市赤岩牧沢138-5 

◆営業時間 9：30～17：00(最終入館16：30） 

◆定休日  毎週月・火曜日 

      祝日の翌日（土/日/祝日を除く） 

◆問い合わせ リアス・アーク美術館 

       (TEL)0226-24-1611 

☑ 海の市・シャークミュージアム 

☑ 気仙沼ふかひれ丼 

三陸ジオパークは青森、岩手、宮城の３県から

なる日本最大のジオパークです。リアス海岸の

景観美を楽しみながら自然の造形美が広がる

様々なジオポイントを巡ってみませんか？ 

 

◆各ジオポイントの詳細は 

気仙沼観光プラス！ 

http://pc.kesennuma-kankomap.jp/geopoint 

 

気仙沼市魚市場に隣接している観光物産施設「気

仙沼 海の市」は、震災で被害を受けたものの平

成26年に全面再開。 

１階には、気仙沼港で水揚げされた魚介類や水産

加工品が並ぶ商店や飲食店、2階には観光サービ

スセンターや日本唯一のサメのミュージアム

「シャークミュージアム」があります。 

◆所在地 気仙沼市魚市場前7-13 

◆営業時間   

 海の市8：00～17：00 

 シャークミュージアム9：00～17：00 

◆定休日 不定休 

◆問い合わせ先  

 気仙沼産業センター／シャークミュージアム 

  TEL0226-24-5755  

  HP http://www.uminoichi.com/ 

カツオのシーズンを迎えた魚市場は、朝昼を問わずカツオ船が入港するたびに仲

介人やカツオを包装する箱屋、氷屋たちが走り回っており、活気ある魚市場を見

ることができます。 

また、魚市場屋上からは内湾が一望でき、岸壁に停泊している大小様々な漁船

が並ぶ光景が壮観です。 

◆所在地    気仙沼市魚市場前8-25 

◆ホームページ http://www.kesennuma-gyokyou.or.jp/index.html 

◆問い合わせ先 気仙沼市産業部観光課 

           TEL0226-22-3438 

☑ 気仙沼市魚市場 

唐桑半島の自然や人々の暮らし、文化を紹介

している施設です。併設する津波体験館は三

陸海岸に特に関係の深い「津波」をテーマに

した全国初の津波疑似体験館で、東日本大震

災後は大震災の映像も追加され、防災教育を

重視した内容にリニューアルされました。 

◆所在地  気仙沼市唐桑町崎浜4-3 

◆営業時間 8：30～16：30 

◆定休日  毎週火曜日 

◆問い合わせ先 唐桑町観光協会  

 TEL 0226-32-3029 

 

☑ 唐桑半島ビジターセンター 

☑ 三陸ジオパーク 

 今回は「気仙沼観光プラス！」（http://pc.kesennuma-kankomap.jp/topics）のホームページに

掲載されている気仙沼の観光モデルコースを 

ご紹介いたします。 


