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気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや

【応募締切】 ７月14日(木)まで 

【応 募 料】  １点につき4,000円  

   (Ｔシャツ製作費・送料・その他経費含む) 

■有資格者(看護師・介護福祉士等) ― 1人あたり10万円 

■無資格者(介護に従事する職員)  ― 1人あたり５万円 

【要件1】平成28年４月１日以降に市内介護・福祉事業所へ 

      就職し、１年以上の雇用契約となっている場合。 

      正規・非正規は問わない。 

【要件2】次のいずれかに該当する場合 

      ① U・I・Jターンによる就職       

      ② 新規就職 

      ③ 介護、福祉、医療分野以外からの転職 

      ④ １年以上離職していた介護従事者が就職 

 ５月30日、気仙沼市魚市場に静岡県沼津市の巻き網運

搬船「第28浜平丸」が入港し、今季初となるカツオ約53トン

を水揚げしました。 

 去年の気仙沼の生鮮ガツオの水揚げ量は2万2616トンと、

19年連続日本一の水揚げ量を誇っており、まさに気仙沼の

水産業の象徴です。今後は20年連続日本一に向け、市内

外でプロモーション活動を行っていきます。  

 ８月にかけて黒潮にのって三陸沖まで北上するカツオは、

９月頃から南下を始める脂ののった戻りガツオと比べると、

さっぱりとした味わいです。この時期だけしか食べられない

気仙沼の「初ガツオ」を、ぜひご賞味ください！ 

鰹            ・・・１節 

レモンの皮        ・・・少々 

玉ねぎ          ・・・１/２個 

トマト          ・・・１/２個 

ニンニク         ・・・適量   

塩(粒の大きいもの)    ・・・小さじ１/４ 

オリーブオイル      ・・・適量 

黒胡椒          ・・・適量 

【開催期間】 ８月11日(木)～14日(日) 

【展示時間】 日の出から日没まで  

※夜間は照明がなく、大変危険です。 

  来場はご遠慮ください。 

※最終日はお昼頃までの展示になります。 

【イベント会場】 気仙沼市唐桑町・半造エリア 

           「松林特設会場」 

①鰹を薄く切る。 

②レモンの皮をよく洗い、薄くむいてみじん切りにする。 

 玉ねぎは薄切りにし、水にさらし、水けを切る。 

 ニンニクはみじん切りに、トマトは薄切りにする。 

③皿に塩とレモン、ニンニクの半量をちらし、鰹を並べる。 

④上から残りの塩、レモン、ニンニクを振り、玉ねぎ、 

 トマトを飾りオリーブオイルをかけ、黒胡椒を振って完成。 

Tシャツデザイン、募集しています♪ 

作品の応募方法、イベントの詳細はこちら！  

気仙沼Ｔシャツ海岸  

今年も、 

の季節がやってきました！ 

作り方 

   材 料 (4人前) 

 世帯員１人あたり５万円 

 （Uターン・Iターン・Jターンする本人を含む） 

 【要件】平成28年４月1日以降に市内介護・福祉事業所へ 

      就職し、就職日前1月以内に移住。 

 

受講費用の２分の１又は５万円のいずれか低い額 

【要件】市内介護・福祉事業所に就業し、介護福祉士資格 

     取得のための実務者研修を平成28年度内に修了 

     した場合。 

高齢介護課窓口、または市HPからダウンロード 

(1)移住費用助成金 

 介護・福祉の人材不足の解消を図るため、新たに市内の介護・

福祉事業所に就職した方に助成金を支給します。  

 この機会に、気仙沼への移住を考えてみませんか。 

(2)就職助成金 

(3)実務者研修奨励金 

海の幸がおいしい気仙沼で 

働いてみませんか 

助 成 金 内 容 

申請用紙配布場所 

 全国の皆様から応募いただいたアート作品をTシャツに
プリントし、特設会場にて展示します。 

 

       

 

問い合わせ先 高齢介護課 ☎0226-22-6600(内線402) 

 今年も、気仙沼大島の小田(こだ)の浜海水浴場の海

開きの季節がやってきました！ 

 海水浴シーズン中は、気仙沼大島の「浦の浜（フェ

リー発着所）」から「小田の浜海水浴場」を経由する路線

バスがありますので、ご利用ください。 

【遊泳期間】 ７月23日（土） ～８月25日（木）（終了予定） 

【所  在 地】 宮城県気仙沼市中山 

【施  設 等】 ・駐車場 （20台）   

           ・トイレ、脱衣所、シャワー【仮設】 

アイランドフェスティバル 2016 

 SUP(スタンドアップパドル)体験・シーカヤック・ビー

チクリーンなどを通して、大島・小田の浜ビーチの素

晴らしさ、海で遊ぶ楽しさを感じるとともに、海岸の保

全・保護を考えてみませんか。 

 【日  時】 ７月30日(土)  ９：00開始 

 【会  場】 気仙沼大島 小田の浜海水浴場 

イベントの詳細や気仙沼へのアクセス等 

問い合わせ先 気仙沼大島観光協会 ☎0226-28-3000 

夏の大感謝祭！ネットショップの 

購入商品が期間限定で送料無料!！ 

 Yahoo!ショッピング内、気仙沼市物産振興協会が運営する

サイト『ホヤぼーやセレクトショップ気仙沼』では、商品を合計

2,000円（税込）以上お買い上げの方に送料無料のキャンペー

ンを開催しています（沖縄、一部離島は除く）。 

 お中元にお使いいただくもよし、ご自身でお取り寄せいただ

くもよし。 

 新商品も続々登場中ですので、気になった商品はぜひこの

機会にお買い求めください。 

【キャンペーン期間】 ７月１日（金）９：00～ 

              ８月31日（水）17：00 

検 索 ホヤぼーやセレクトショップ 

問い合わせ先 気仙沼市物産振興協会 ☎0226-23-8412  

検 索 気仙沼Tシャツ海岸 

小田の浜海水浴場 海開き 

海水浴シーズン中はイベントも開催♪ 

問い合わせ先 気仙沼Tシャツ海岸実行委員会 

           ☎090-4556-8739 

in唐桑半島2016 

検 索 気仙沼観光プラス 

★ 鮪を使ってもおいしくいただけます。 
まぐろ 



 ■提供期間 ８月10日（水）頃まで 

           ※時期によっては早めに切り上げる場合もあります。 

 ■料    金 2,000円（税込） 

唐桑番屋へのアクセス 

検 索 

丼始まりました！ 

とろけるような甘さが絶品 

 気仙沼市唐桑にある復興かき小屋「唐桑番屋」で、うに丼の提供が始まりました。 

 気仙沼産のウニは、エサとなる海草の豊かな海で育っているため、身がぎっしり詰まっ

ていて、口に入れると、なんともいえない、とろけるような甘さが特徴です。 

 新鮮なウニを熱々のご飯の上にたっぷり乗せたうに丼は、何度でも食べたくなる美味し

さなので、ぜひ気仙沼に食べに来てください。 

たっぷりのウニを召し上がれ 

■営  業  日 土・日・祝日（10名以上の団体は平日も対応可。要予約） 

■営業時間  11：00～15：00（最終入場14：00） 

           ※１日限定50食。売り切れ次第終了。 

■所  在  地 気仙沼市唐桑町鮪立241‐６ 復興かき小屋 唐桑番屋 

           

気仙沼市 唐桑番屋 

 漁師流の「蒸し焼き」を特製テーブルで 

 おいしい食事と一緒に、牡蠣小屋から

見えるのどかで美しい内湾の景色も楽し

めます。 

 第65回気仙沼みなとまつりが８月６日(土）・７日（日）に開催さ

れます！ 

 海上うんづらと打ちばやし大競演による迫力の太鼓演技や、

クライマックスには海上打ち上げ花火など見所が盛りだくさん。 

 ぜひ、会場にお越しください。 

  

第65回 気仙沼みなとまつり 
８/６(土)・７(日)開催 

８月６日(土）  

 オープニングセレモニー（16：30～17：10） 

 はまらいんや踊り（17：30～20：00） 

 会場：田中前大通り 

検 索 気仙沼みなとまつり 

みなとまつりの歴史 
 昭和24年にまだ気仙沼町だった時代に行われた「気仙沼湾振

興まつり」にルーツがあります。 

 その翌々年の昭和26年に、当地域に伝わるカジキマグロを豪

快な銛（もり）で射止める「突きん棒漁実況」や「和船競漕」等の

文化を織り込み、第１回「気仙沼みなとまつり」を開催しました。 

 去年再開した湾内クルーズを今年も開催します。 

 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。 

検 索 気仙沼市 大島汽船 

 碧い海、爽やかな風を感じられます 

８月７日(日） 

 【昼の部】  

 街頭パレード（11：00～14：00） 

 会場：市役所周辺（三日町、八日町、南町地区内） 

日程・内容 

８月７日(日） 

 【夕の部】 

 打ちばやし大競演（17：00～20：30） 

 会場：港町臨港道路 

 【海上うんづら 第一部】  

 停船演技、港町岸壁への接岸（17：00～19：00） 

 【海上うんづら 第二部】  

 「どや節」披露、内湾での運航演技（19：15～20：30） 

 海上打ち上げ花火（20：00～20：30） 

 詳しくは、 

迫力の花火と太鼓の音が響き渡ります 

 ■遊覧船運航日  ８月11日(木)～15日(月)      

 ■出航時間    ９：30、11：00、13：30 

            （所要時間：約50分） 

 ■集合場所  気仙沼港フェリー発着所 

 ■料   金  大人1,000円、小人500円 

 ■そ  の 他  天候等によりコースが変更になる場合があります。 

            あらかじめご了承ください。 

湾内クルーズで 大島～唐桑をめぐるひととき 

 お食事は店内にある特製テーブルでお楽しみください。うに

丼のほかに、帆立や唐桑牡蠣を、地元の漁師がおすすめする

豪快な食べ方「漁師流蒸し焼き」にして提供しています。 

問い合わせ先 気仙沼みなとまつり委員会 ☎0226‐22‐4600 

※唐桑番屋にお越しの際は、ぜひ唐桑ビジターセンターにも 

  お立ち寄りください。ファンクラブ会員証を提示すると、 

  映像・音響・振動・送風等を組み合わせた津波の疑似 

  体験施設の入場料が割引になります。 

予約・問い合わせ先 復興かき小屋 唐桑番屋 ☎080‐8205‐4186  

 ●みっくすセット（帆立２枚×牡蠣10個）1,500円（税込） 

 ●唐桑牡蠣セット（唐桑牡蠣15個）1500円（税込） 

※現在予定している内容等、詳しくはホームページをご覧ください。 

問い合わせ先 大島汽船株式会社 ☎ 0226-23-3315 

期間限定 

 気仙沼市街より車で約25分 
店内からは美しい景色も楽しめます 


