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海の子　ホヤぼーや

～四反田地区の災害公営住宅が完成～ 

四反田住宅の概要 
■構造／ 鉄筋コンクリート造 10階建 

■棟数／ 1棟  

■戸数／ 70戸 

■部屋／   55㎡タイプ   1LDK   9戸 

                2DK     9戸 

         65㎡タイプ   2LDK    18戸  

                3DK     9戸 

         80㎡タイプ   3LDK    17戸 

                4DK    8戸   四反田住宅外観 

 気仙沼市では現在整備を進めている災害公営住

宅のうち、市営四反田住宅が完成し、9月29日に入

居を開始しました。 

 災害公営住宅は、四反田住宅の完成により9月末

までで7地区380戸が完成、入居開始するほか、10

月には舘山地区（30戸）、階上（長磯七半沢）地区

（28戸）が完成する予定です。 

第5回  

共に創ろう‼東北マルシェ™ 
第1回 かもみ～るマーケット 

補陀寺deマルシェ 

 

 一般社団法人かもみ～るでは、気仙沼市内外で活動

する手作りが大好きな個人・団体・企業など27団体を集

め、かもみ～るマーケットを開催します。 

 今まで、見たことのある物から目新しい物まで集まりま

すので、気仙沼にお越しの際は、ぜひご来場ください。 

 

【日 時】 平成27年10月4日（日） 10：00～15：00 

 

【会 場】 補陀寺 （気仙沼市古町2-2-51） 

    ※駅裏になります。駐車場が狭いのでできるだけ   

     乗り合わせか、公共の乗り物をご利用ください。 

 

【内 容】 各団体による手作り商品の販売 

 

【問い合わせ先】 

一般社団法人 かもみ～る （気仙沼市新町5-18） 

TEL/FAX 0226-28-9968 

 
 

 特定非営利活動法人ネットワークオレンジ主催の「共に

創ろう‼東北マルシェ」が開催されます。 

宮城、岩手の名店が多数出店する他、ゲストとして柳原

陽一郎ライブや井上あずみ＆ゆーゆのミニコンサートや地

元アコースティックバンドによる演奏が予定されています。 

 

【日 時】  

 平成27年 10月10日(土) 午前10時～午後4時 

【場 所】 新城沖公園 (気仙沼市東新城1丁目地内） 

 ※駐車場がありません。バス等の交通機関をご利用下

さい。 

 

【内 容】 宮城・岩手の名店多数出店 

       恒例駄菓子屋ぽっかぽか堂 

       ゲストライブなど 

【問い合わせ先】 

特定非営利活動法人ネットワークオレンジ事務局  

TEL  090-3362-5379 

 

 

気仙沼にお越しの際は 

会員証を持参し 

その① シャークミュージアム 
【住所】 気仙沼市魚市場前7番13号  ☎0226-24-5755 

【特典内容】 入館料を10%引き ※同伴者4名まで有効  

【特典条件】 ファンクラブ会員証を提示した場合 

 

 

その② 番屋 みんこま ※会員特典継続 

【住所】 気仙沼市松崎前浜71     ☎0226-23-0325 

【特典内容】 小鉢一品サービス 又は、季節によっては珍味をサービス 

【特典条件】 ご注文の際、ファンクラブ会員証を提示した場合 

 

 

その③  吉野家 気仙沼店  

           45号線気仙沼最知店 
【住所】 《気仙沼店》        気仙沼市田中前2丁目1-5  ☎0226-21-5020 

      《気仙沼最知店》  気仙沼市最知南最知2-8    ☎0226-26-1231 

【特典内容】 ファンクラブ会員証提示にて、「丼・定食 50円引き」 

【特典条件】 会計の際、ファンクラブ会員証を提示した場合 

 

※特典期間はすべて 平成27年10月1日～平成28年3月31日です。 

 

住まいの再建に係る今後の見通しについて 
【平成27年9月末日 現在】 

防災集団移転促進事業 
    38地区 966戸 （46箇所） 

災害公営住宅整備事業 
      28地区 約2,139戸※調整中 

    うち 長屋/戸建  13地区 約1,333戸 

        集合住宅   15地区 約806戸 

年度 団地数 区画数
全体区画数に
占める割合

H25年度 1団地 6区画 済 0.6%

H26年度 9団地 117区画 済 13.0%

H27年度
（9月まで引渡

分）
36団地

806区画
（369区画　済）

98.4%
（52.1%）

H29年度 1団地 15区画 100.0%

引き渡し予定

年度 地区数 戸数
全体戸数に
占める割合

H26年度 2地区 185戸　済 8.6%

H27年度
（9月まで引渡分）

13地区
529戸

（195戸 済 ）

33.4%
（17.8％）

H28年度 22地区 1272戸 92.8%

H29年度 1地区 153戸 100.0%

完成予定



【日 時】 平成27年 10月10日(土)・11日(日) ※雨天決行(荒天の場合中止) 

       9：00～18：00予定 （開場9：00 開演9：30 終演 18：00 予定） 

【会 場】 イオン気仙沼店 (気仙沼市赤岩舘下6-1外 イオン気仙沼店駐車場) 

【入場料】 無料 

 詳しい情報はコチラ→ 

その① 日本一のジャンボのり鉄火巻き大会！ 

今年の目標は324ｍ！(前回322ｍ）当日に参加者を募集します。 

是非ご参加下さい♪ ※参加無料 

   11：00～ 整理券配布 （観光コーナー） 

   13：00～ 入場  

      13：30～ 開始 

その② 特別企画 お買い上げ大抽選会！ 

豪華景品が当たる空くじなしの抽選会です！ 

まつり会場の即売コーナーでお買い上げ500円ごとに補助券を1枚進

呈。 

4枚で1回抽選できます。 

 

その③ 各コーナーでの展示即売！ 

水産、商工、農業、林業の4つのコーナーでの地場産品展示即売

の他、友好・交流都市による展示即売、各種団体による展示も行

われます！ 
 

その④ もちまき大会開催！ 

 【場所】 産業まつり会場 林業コーナー 

 【時間】 1回目 11：00～ 

       2回目 14：00～ 

 

その⑤ 復活！協賛イベント 七輪広場！ 

会場でお買い上げいただいたものをその場で焼いて召し上がれます！ 

 【場所】 港町係留漁船岸壁 

 【時間】 10：00～14：00 

 

第3回 市場で朝めし。 午前8時～午後1時 

◆市場で朝めしセット 

 【前売】 500円  【当日】 600円 

 (炭火焼きさんま、さんまのすり身汁、白飯) 

◆飲み物、お酒、オリジナルグッズ販売 

◆郷土芸能の披露 

「市場で朝めし。」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 

御誂京染たかはし    TEL 0226-23-1457 

斉吉商店        TEL 0226-22-0669 

 

同時開催 

◆問い合わせ先 

事務局 気仙沼市産業まつり実行委員会 

      （気仙沼市産業部商工課） 

      TEL 0226-22-6600 

第31回 気仙沼市産業まつり開催！！ 

 今年もモ～ランドまつりが開催されます！バター作りや乳搾り、ポニー乗馬などの体験コーナーやフェスク転

がし大会や長靴飛ばし大会、豪華景品が当たる抽選会など、イベント盛りだくさんです！ぜひお越し下さい♪ 

 

【日  時】 平成27年10月11日(日) 午前10時～午後2時 ※雨天の場合牛肉引替のみ 

【会  場】 モ～ランド・本吉  (気仙沼市本吉放牧場) 

【当日券（牛肉・野菜）】 2,800円(枚数制限有り) 

●作り方 
① 秋刀魚を3枚におろし、細かくなるまでたたく。 

   長ねぎは斜めに切っておく。 

② ①をすり鉢ですり、生姜のおろし汁、卵、味噌、片栗粉を加え

てよく混ぜ、すり身を作る。 

③ 鍋に水と昆布を入れ、沸騰したら昆布を取り出し、すり身を一

口大に丸めて入れる。 

④ すり身に火が通ったら酒、しょう油、塩で味付けし、 豆腐、長

ねぎを加えてひと煮立ちさせたら、完成。 

●材料(4人前) 
・秋刀魚     3尾      ・生姜            1片          

・味噌       20ｇ      ・片栗粉(または小麦粉)    大さじ2      

・卵        1/2個    ・豆腐             1/2丁 

・長ねぎ     1本       ・酒              大さじ2 

・しょう油     大さじ2      ・塩              少々 

 

◎出汁   水    6～8カップ 

        昆布   10㎝ 

●材料(4人前) 
・秋刀魚    4尾         ・しょう油    大さじ3 

・酒        大さじ3       ・みりん     大さじ2 

・生姜      10ｇ        ・片栗粉     適量 

・サラダ油   適量       ・しめじ      1パック 

・えのき     1パック      ・椎茸       2個 

 

◎Ａ  白だし  大さじ2        

     水     1カップ 

 

・片栗粉     適量 

 

気仙沼 秋の旬といえば… 

さんま 

■秋刀魚のつみれ汁 

■秋刀魚の竜田揚げ ～きのこあんかけ～ 

 気仙沼の水産、商業、農業、林業など一堂に集めた気仙沼

地域最大の物産展「気仙沼市産業まつり」が開催されます。 

日本一のジャンボのり鉄火巻き大会や豪華景品があたる大抽

選会の他、会場で購入した食材をその場で焼いて食べることが

できる協賛イベント「七輪広場」が復活！ 

皆様のお越しをお待ちしています！ 

 

【日 時】 平成27年10月18日(日) 午前9時～午後3時 

【会 場】 気仙沼市魚市場  開会式 午前9時～ 

気仙沼市産業まつり 

●作り方 
① 秋刀魚を3枚におろし、2～3等分する。 

② 生姜をすりおろす。 

③ 秋刀魚をしょう油、酒、みりん、おろし生姜の中へ漬ける。 

④ 秋刀魚を取り出し、汁気を切ったら片栗粉をまぶし、サラダ油で

揚げる。 

⑤ しめじは石付きを取り、1本ずつにばらす。えのきは3～4㎝の長さ

に切り、椎茸は千切りにする。 

⑥ Ａを合わせて火にかける。 

⑦ 沸騰したら、⑤のきのこ類を入れ、水溶き片栗粉でとろみをつけ、 

④の秋刀魚にかけたら、完成。 

 ★貝割れ菜などを添えると彩りがよくなります。 

【イベント内

モ～ランドまつり 

農事組合法人モ～ランド  

TEL 0226-43-2468 

 

問い合わせ先 

 サンマ祭りと音楽を融合したお祭り、「気仙沼サンマフェスティバル2015」が開催されます。 

焼きサンマはもちろん、多くのアーティストによるライブは毎年大盛り上がりです！ 

他にも、飲食・物販店の出店やバスケットボールイベント「バスケフープ」、ホヤぼーやの形をした大きなトラン

ポリン「ホヤぼーやトランポリン」など、イベント盛りだくさんな内容となっています。 

皆さまのお越しをお待ちしています！ 

10：30～ ・モ～ランド牛乳早飲み競争            12：10～ ・フェスク転がし大会(乾草)※男女1組 

       ・バター手作り体験コーナー(11：30まで)    12：40～ ・長靴飛ばし大会 

         ※先着50名様限り 1回500円            13：30～ ・もちまき大会（2回目） 

11：00～ ・乳搾り無料体験コーナー(12：00まで)       13：45～ ・抽選会 ※券購入者対象 

       ・もちまき大会（1回目）                  

11：40～ ・ＳＣＫ ＧＩＲＬＳ 出演                 

 

・ポニー無料乗馬コーナー(まきばのがっこう)   ・でまえあそびーばー 

★イベント内容★ 

気仙沼サンマフェスティバル 


