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気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや

被災農地の復旧復興に向け
新たな取り組みが開始されました

～大谷野菜集出荷処理施設落成式～

気仙沼市は、震災により沿岸部の被

災農地648ヘクタールが津波浸水による

被害を受け、復旧復興事業として農地

の復旧を行っています。

被災農地648ヘクタールのうち99.7ヘ

クタール、4地区については、単純な原

型復旧ではなく、ほ場の大区画化や道

路または用排水路の整備を行っており、

ほ場整備をすることで、農地利用を集

積し、経営規模の拡大や高付加価値化

を図り、収益性の高い農業経営を行う

ことができます。

気仙沼市では、各地区に復興交付金

事業を利用し、農業用機械・施設・資

材を貸与して支援をしていますが、大

谷地区において新たに取り組んだ、ね

ぎの出荷調整を目的に整備した大谷野

菜集出荷処理施設が完成し、昨年12月9

日(水)に関係者出席のもと、落成式が行

われました。

《施設の概要》

■■■■構造構造構造構造／軽量鉄骨造 平屋建て

■■■■面積面積面積面積／273.66㎡

■■■■設備設備設備設備／ネギ根葉切り皮むき機 2台 ネギ選別機 1台

製品搬送コンベア 1台 コンプレッサー 2台

予冷庫 19.44㎡

大谷地区では28.9ヘクタールのうち、今年度に引き渡された約2ヘクタールの畑で、新たにネギ栽培に取

り組み始め、4月末から定植したネギが、初収穫を迎えました。収穫されたネギは「南三陸ねぎ」として、

流通される予定です。

■問い合わせ先／気仙沼市産業部農林課 [TEL] 0226-22-6600 内線542



　

海の仕事と人に出逢う旅2016 は気仙沼。

かきフォーラム・イン・気仙沼 生 ・ としての の に る

カキは、栄養価の高さから「海のミルク」と呼ばれていることをご存じでしょうか。このフォーラムでは、カキ

を食料・健康・食の安全という面から、さらにカキが沿岸海域の環境問題にも深く関わっているということについ

てお話しします。また、カキの海水濾過能力の水槽実験も行われることや唐桑小学校の子供達がカキ養殖体験活動

を通して学んだことを発表します。

《《《《イベントのごイベントのごイベントのごイベントのご案内案内案内案内》》》》
ご来場の方は終了後にカキ汁・カキの天ぷらの無料試食を行うことや、地元水産物の即売会も同時開催します♪

養殖体験や見学を通じて気仙沼・四ヶ浜地域の暮らしを満喫できるツアーとなっております。皆様のお越

しをお待ちしています。

◆現地集合現地集合現地集合現地集合・・・・現地解散現地解散現地解散現地解散 （1日目：JR気仙沼駅構内集合 ２日目：JR気仙沼駅解散）

◆現地での移動は貸し切りバスを使用します。

◆宿泊施設：「唐桑御殿 つなかん」

※お部屋は男女別の相部屋でのご利用となります

※夕食時の飲み物は別途ご負担いただきます。

【日 程】 平成28 2月27日(土) 28日(日)
【 程】 ※天候・交通事情により、スケジュールが変更になる場合があります。

【旅 】17,000円(税込) [大人・子ども同料金] 現地交通費、宿泊費(夕/朝食付)、昼食代を含む

【募集人員】15名 ◎最少催行人員：10名

【申込 め り】平成28 2月12日( )

【申込方法】 FAXまたはメールでお申し込みください。

[FAX] 0226-24-0551 [メール] basutabiorai@sage.ocn.ne.jp

【旅 ・ 】
気仙沼交通観光株式会社 ダイヤモンドトラベルサロン

気仙沼市上田中1-9-14 TEL 0226-24-0550

FAX 0226-24-0551

■詳細は、下記ホームページをご覧ください。

「気仙沼観光プラス！」 http://pc.kesennuma-kankomap.jp/topics/detail/5985

【日 時】平成28年2月7日(日) 開場 9：30 開会 10：00 (終了予定13：00)

【場 所】気仙沼市保健福祉センター「燦さん館」(気仙沼市唐桑町石浜282番地の3)

【参加料】無料

【主催／お問い合わせ】一般財団法人かき研究所 [TEL]  022-303-9033

■JR気仙沼駅 集合（10：40）

■昼食（鹿折復興マート

■安波山または魚市場展望台見学

■水産加工場見学 [株式会社 マルニシ]

■鶴ヶ浦まちあるき

■震災語り部のお話

■住民・支援団体スタッフとの懇親会

１日目（27日）
■牡蠣の養殖体験・海上見学

■わかめの養殖体験

■昼食

■リアス・アーク美術館見学

■海の市 シャークミュージアム

■JR気仙沼駅 解散（15：50）

２日目（28日）



第33回 気仙沼つばきマラソン エントリー開

【日 時】平成28 4月17日(日) 午前9時 ※
【会 場】気仙沼市 大島 学校・大島中学校
【コース】気仙沼市大島ハーフマラソンコース（ハーフ・10km・5km・3km）
【参加資格】自己の責任において競技に参加し、大会規定を遵守し、制限時間内に完走可能な人
【参加 】 一 般・・・ 3,000円

高校生・・・ 1,500円
中学生・・・ 1,000円

【申込期限】平成28 3月13日(日)まで

今年も「河北新報気仙沼つばきマラソン」が開催されます。

現在、出場ランナーの申込受付を行っていますので、多くの方のご参加をお待ちしています！

【申込方法】
①RUNTESにて (http://runnet.jp)
②スポーツエントリーにて (http://www.sportsentry.ne.jp/event/t/63811)
③専用振替払込用紙 （ りの また でお 払い い ）
※ を いた きます の 込 で い

▼詳細は、下記ホームページをご覧ください。
気仙沼つばきマラソン http://e-raceinfo.com/kesennuma/

▼ 大会 に関すること・・・気仙沼つばきマラソン 会 [TEL] 0226-21-3421
▼ 申込み に関すること・・・気仙沼つばきマラソンエントリーセンター [TEL] 0120-401-814
▼ 宿泊 に関すること・・・気仙沼大島観光協会 [TEL] 0226-28-3000

問い合わせ先

気仙沼「海と生きる」夕食券付宿泊プラン
このたび、市内の飲食店と宿泊施設が連携した宿泊プランの販売が決定しました。

このプランは、気仙沼の「食」をテーマに、「メカジキ料理・サメ料理」を提供する指定飲食店の夕食券と宿

泊がセットになっています。

申込み受付は、2月中旬頃から行いますので、詳しくは下記ホームページ提供店舗などの詳細は2月中旬に決

【期 間】 平成28 3月1日(木) 3月31日(木)の宿泊分まで ※な なり
【プラン】 市内宿泊施設1泊プラン 1名あたり3,000円分 400名

市内宿泊施設2泊プラン 1名あたり6,000円分 100名
【問い合わせ・申し込み先】
株式会社 オーシャンコネクト (気仙沼市南郷2番地16)

電話 0226-29-6360 FAX 0226-22-8870
Eメール info@ocean-connect.co.jp 
ホームページ http://www.ocean-connect.co.jp/



子育て応援イベント「ままぱれ祭り2016」

よみうりランド ジュエルミネーション2015-2016

さんりくお菓子めぐりスタンプラリー

ホヤぼーやグッズ販売してるよ♪

ホヤぼーやグッズの販売一覧表が完成しました！お買い求めの際はご覧ください♪

◆気仙沼観光プラス！ http://pc.kesennuma-kankomap.jp/topics/detail/5926

※一覧表に掲載の商品が全てではありませんのでご了承ください。

スマホを片手に、三陸の６つの地域（石巻2、女川、

登米、南三陸、気仙沼）をめぐって、３つ以上の地

域のスタンプを集めると、毎月抽選で「お菓子詰め

合わせセット」などの賞品があたる抽選会にエント

リーできます。

また、期間中すべての地域（6地域）でスタンプを

集めた方には、コンプリート賞として「石ノ森漫画

館ペア観覧券」をもれなくプレゼントします。

【開催期限】平成28年3月31日まで

◆参加方法・参加店舗等、詳しくは下記のホーム

ページをご覧ください。

「さんりくお菓子めぐりスタンプラリー」

http://www.man-bow.com/sanrikuokasi/

【日 時】平成28年2月11日(木・祝) 10:00～16:00 ※入場無料

【場 所】夢メッセみやぎ 西館展示室 （宮城県仙台市宮城野区港3丁目1-7）

【内 容】開催時間中、ホヤぼーやが登場予定(不定期)

◆詳細はコチラ http://media-palette.jp/mamapale/mamapare.html

【日 時】平成28年2月13日(土)～2月14日(日) 10：00～20：30 ※入園料が必要となります

【場 所】よみうりランド （東京都稲城市矢野口4015-1）

【内 容】時間中、気仙沼PRブースにおいて、ホヤぼーやが登場予定(不定期)

◆入園料が必要となります。

地域伝統芸能まつり

テーマ：和 踊り、祈り、癒し、和む

気仙沼水産資源活用研究会(kesemo)では、日頃応援して頂いている皆様に感謝をお伝えする場として、報告

ならびに商品発表会を開催します。

【日 時】 平成28年 2月4日(木) 11：30～13：00

【場 所】 まるごと日本 ３Ｆ (東京都台東浅草2-6-7)

【内 容】 気仙沼の水産資源を活用して開発された美味しい食材の試食、化粧品などの紹介。

【申込方法】平成28年2月2日(火)

◆メールまたは電話にてご連絡ください [Eメール] h_numazu@tohokumirai.jp [TEL] 080-4793-9579 (沼津)

◆「kesemo(ケセモ)」ＨＰ http://kesemo.com/

kesemo 商品発表会東京都東京都東京都東京都

仙台市仙台市仙台市仙台市

東京都東京都東京都東京都

宮城県宮城県宮城県宮城県 テレビテレビテレビテレビ

平成28年2月28日にNHKホールで開催される「第16回地

域伝統芸能まつり」に唐桑の大漁唄い込みが出演します。

３月中旬にNHK教育テレビジョンで放送予定ですので、

ぜひご覧ください。

【出演予定】御陣乗太鼓（石川県輪島市）

大國魂神社の大和舞（福島県いわき市）

唐桑の大漁唄込（宮城県気仙沼市）

継ぎ獅子（愛媛県今治市）

半能「草紙洗」（宝生和英ほか）

秩父屋台囃子（埼玉県秩父市）

府沼の浮立（佐賀県伊万里市）

黒石ねぷた祭り（青森県黒石市）

【放送予定日】平成28年3月中旬

（NHK教育テレビジョン）

◆地域伝統芸能まつりＨＰ

http://www.jafra.or.jp/matsuri/

ホヤぼーや 出張予定

気仙沼気仙沼気仙沼気仙沼
東京都東京都東京都東京都


