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気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや

復興の様子 

大島地区災害公営住宅（27年11月撮影） 

完成時期 平成28年2～4月 

建設戸数  38戸（戸建34戸、長屋4戸） 

鹿折地区災害公営住宅（27年11月撮影） 

完成時期 平成28年8月～12月 

建設戸数 284戸（集合タイプ） 

南気仙沼（幸町）災害公営住宅（27年11月撮影） 

完成時期 平成28年3月 

建設戸数 176戸（集合タイプ） 

～災害公営住宅～ 

年度 地区数 戸数
全体戸数に
占める割合

H26・27年度
（11月まで引渡

分）
15地区

714戸
（438戸 済 ）

33.4%
（20.5％）

H28年度 22地区 1272戸 92.8%

H29年度 1地区 153戸 100.0%

完成予定



　

 気仙沼市民憲章推進協議会(事務局：気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課)では昨年に引き続き

気仙沼市民憲章カレンダーを制作しました。 

 カレンダーには、市民憲章推進市民写真コンクールでの入賞作品が掲載されており、気仙沼市の情景が沢

山盛り込まれています。 

 なお、カレンダーを注文される方は、下記申込み先にご連絡をお願いします。 

 

  １部  ８００円 

                ５０部（先着順） 
 

注文から発送までの手順は次のとおりです。 

 ① 気仙沼市地域づくり推進課に電話し注文します。 

   気仙沼ファンクラブ会員番号・氏名・住所・電話番号を伝えて下さい。 

   ※販売部数がなくなり次第、注文の受付を終了します。 

 ② 現金書留により、800円を気仙沼市地域づくり推進課に郵送して下さい。 

 ③ 注文者にカレンダーを郵送します。 
 

表紙  「兄弟船 出漁」 

 １月  「整然 メカジキ」    ７月 「早稲谷鹿踊り」 

 ２月  「棚田雪景色」      ８月 「Welcome to 気仙沼」 

 ３月  「ナイスキャッチ！」   ９月 「祝い進水」 

 ４月  「未来に向かってガンバ」 10月  「お気に入りの場所」 

 ５月  「春爛漫」        11月  「銀杏の絨毯、清涼院」 

 ６月  「花道の二人」      12月  「けあらし」 

 

 

 (上部：写真 Ａ４横サイズ 下部：カレンダー Ａ４横サイズ) 
 

 気仙沼市民憲章推進協議会 

 (事務局：気仙沼市震災復興・企画部地域づくり推進課) ☎0226-22-3409 

 

【金賞：けあら

▼作り方 

① しょう油とみりんを合わせ、メカジキを30分～1時間ほど漬け

る。 

② メカジキの汁気をペーパータオルで拭いたら、フライパンに油

を引いて中火で両面を焼く。 

③ 長ねぎを4ｃｍ位に切り、②に入れて焼き色をつける。 

④ ①の漬け汁を加え、汁をメカジキに回しかけながら照りが出る

よう汁気が少なくなるまで焼く。 

▼材料 (４人前) 

・ メカジキ   ４切      ・ しょう油  大さじ２ 

・ みりん    大さじ２  ・ 長ねぎ   1/2本 

・ サラダ油   適量   ・ けしの実  少々 

「メカの照り焼き」 



 気仙沼が水揚げ日本一を誇る「メカジキ」。 

これから脂がのり、身が締って一番おいしい季節をむかえます。 

お刺身はもちろん、ハーモニカ(ヒレの付け根の部分)を使用した煮つけや、塩焼き、そして今年４月に気仙沼の名物として新た

に仲間入りした「メカしゃぶ」、「メカすき」など、さまざまな食べ方があります。 

 そんなメカジキを皆様に味わっていただくため、「メカしゃぶ」「メカすき」を提供する「気仙沼メカジキフェア」が市内11の飲食

店で開催中です！お刺身として食べるメカジキとはまた違った食感や味が楽しむことができます！気仙沼にお越しの際はぜひ

ご賞味ください♪ 

 

 平成２７年１１月１８日(水)～１２月１８日(金) 

 

 ・メカしゃぶ (メカジキのしゃぶしゃぶ) 

 ・メカすき (メカジキのすき焼き) 

メカしゃぶ・メカすきが食べられるお店 

※いずれも都合により提供できない場合がありますので、事前に各店にお問い合わせください。 

 メカジキは、スズキ目・メカジキ科に分類される

カジキの仲間で、メカジキ科唯一の現生類で、カ

ジキ類の中では、とても大きく成長する魚です。 

 気仙沼では、メカジキを短縮して「メカ」と呼んで

います。 

店舗名 提供商品 住所 電話番号 営業時間 定休日

旬の味　こうだい メカしゃぶ・メカすき 気仙沼市南町1-1-9 0226-24-8337 18：00～23：00 日曜日

気仙沼新富寿し メカしゃぶ 気仙沼市東新城1-13-3 0226-23-7475
11：30～14：00
17：00～21：00
(L.O.20：30)

月曜日
(祝日営業)

鮨智 メカしゃぶ 気仙沼市田中前4-3-4 0226-24-9220
11：30～14：00
17：00～21：00

火曜日

唐や メカしゃぶ・メカすき 気仙沼市上田中1-8-4 0226-24-1525
11：30～15：00(L.O.14：00)
17：30～22：00
(L.O. 平日20：30、日・祝日20：00）

月曜日

星岡義山亭 メカしゃぶ・メカすき 気仙沼市田谷16-21 0226-24-8810
11：30～14：00
17：00～21：00

月曜日

宮登 メカしゃぶ・メカすき 気仙沼市田中前1-5-2 0120-66-0285 17：00～22：30 日曜日

鮨処　えんどう メカしゃぶ・メカすき 気仙沼市本吉町津谷新明戸200 0226-42-3351
11：00～14：00
16：30～21：00

火曜日
(祝日の場合、

翌日休み)

おだづまっこ メカしゃぶ
気仙沼市田中前4-2-1
福幸小町田中通り104

0226-24-0205 17：30～22：30 日曜日

カネト水産 メカしゃぶ 気仙沼市魚市場前7-13 0226-25-8535 18：00～22：00(L.O.21：15)
水曜日

(祝日営業)

ゆう寿司
バイパス店

メカしゃぶ 気仙沼市赤岩石兜32-14 0226-22-2263
11：30～14：00(L.O.13：30)
17：00～21：30(L.O.21:00)

火曜日
(変更あり)

楽膳 メカしゃぶ・メカすき 気仙沼市田谷20-5　ムラカミビル2Ｆ 0226-24-5456
17：00～24：00(L.O.23：00)
※要予約

日曜日



  気仙沼の冬の風物詩「ONE-LINEクリスマスイルミネーションプロジェクト」が今年も開催します。 

 気仙沼を彩るクリスマスイルミネーションをお楽しみください。 

【開催期間】 

 平成27年12月5日(土)～平成28年1月15日(金) 

【点灯時間】 18：00～22：00 

【開催エリア】 気仙沼市港町・田中前大通り 

【イベントの詳細】 

 ONE-LINE 実行委員会 http://kesennuma-christmas.com/ 

【日 時】平成27年12月11日(金)～12日(土)10：00～17：

00 

【場 所】プララ杉田パティオ広場 (神奈川県横浜市磯子

区) 

【内 容】物産販売、観光ＰＲ他 

 気仙沼市内の菓子店等11出展者が自慢のお菓子を展示し、フェア特別価格での販売を行います。 

 

【日 時】 平成27年12月6日(日)午前10時～午後2時30分まで ※入場無料 

【場 所】 海の市2階 特設会場(気仙沼市魚市場前7-13)  

【内 容】 和洋菓子やパンの展示・販売、クリスマスケーキ展示・予約会、親子ケーキ作り体験(限定１５組） 

       3段デコレーションケーキが当たるわくわくスタンプラリー抽選会、ホヤぼーやとじゃんけん大会 

 

【問い合わせ先】「三陸気仙沼の物産展実行委員会」  

          事務局：気仙沼市産業部商工課 ☎0226-22-6600(内線523) 

 気仙沼市内で販売されているホヤぼーやグッズの展示を行います！ 

 「けせんぬまお菓子フェア」と同時開催になっていますので、是非お立ち寄りください♪ 

【日 時】 平成27年12月6日(日) 10時～2時30分まで 

【場 所】 海の市 １階 展示スペース 

【内 容】 市内で販売されているホヤぼーやグッズの展示（約120点） 

東日本大震災復興支援コンサート 

【日 時】 平成28年2月28日(日) 

       開場13：00／開演13：30／終演16：00 

【場 所】めぐろパーシモンホール 大ホール  

      (東急東横線「都立大学」駅より徒歩7分) 

【料 金】 1,000円※全席指定 

【チケット取扱】 

めぐろパーシモンホールチケットセンター 

（窓口）03-5701-2904(10：00～19：00) 

※12月29日(火)～平成28年1月3日(日)は休み 

オンライン http://www.persimmon.or.jp/ 

チケットぴあ ☎0570-02-9999 http://t.pia.jp/  

Pコード278-230 

イープラス http://eplus.jp 

 

【出 演】≪第1部≫ 

・コンサート 気仙沼市民吹奏楽団とヤマハ目黒吹奏楽団 

        による混成楽団 

・映像上映 気仙沼市立大島小学校児童合唱「アスナロウの

木」 

・トーク   ゲスト：生島ヒロシ 司会：佐藤千晶 ほか 

≪第2部≫・コンサート 畠山美由紀、熊谷育美 ほか 

点 灯 式 
 

■日時：平成27年12月5日(土)19：00～ 

■場所：海の市駐車場（気仙沼市港町） 

■内容：May.j.チャリティライブ 


