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気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや

 気仙沼のソウルフードであるメカジキをご存知でしょうか？ 

 全国の水揚げ量の７割を気仙沼が占め、そのほとんどが地元で消

費されてしまうという貴重な食材です。地元では親しみをもって「メカ」

と呼ばれ、その脂がのったジューシーな食感から、各家庭では肉替わ

りとしてメカ肉入りのカレー「メカカレー」が食べられてきました。 

 もっとたくさんメカを知って欲しい、もっと新しいメカの食べ方を楽し

んで欲しいという想いから、気仙沼のグルメの達人たちが 

メカジキ × カレーのオリジナルメニューを開発しました。気仙沼に

来たらぜひ一度お試しください。 

気仙沼 
 メカジキ × カレー 

 地元に伝わる黄金タッグ 

 ■提供店  気仙沼市内14店舗 

 ■料   金  メカカレー全メニュー1,000円 

メカジキってどんな魚？ 

メカカレー誕生 メカジキブランド化 検 索  お得なクーポンの情報など詳しくは 

問い合わせ先 気仙沼メカジキブランド化推進委員会 ☎0226‐22‐4600 

 気仙沼産のメカジキを使用し、カレー味でアレンジした 

オリジナルメニューであること。 ファンクラブ事務局のスタッフも食べましたが、 

店舗ごとにカツやハンバーグだったりとメニューに特色があります。 

 ぜひ、食べ比べて、お気に入りの一品を探してみてください。 

メカ × カレーの定義 

 メカジキ（英語名Swordfish）は、スズキ目、メカジキ科に分類されるカジキの仲間で、メカジキ科で唯一

の現生種です。吻（ふん）と呼ばれる前方に突きだした部位が特徴で、この部位を小魚にぶつけて捕食し

ます。 

 大きいものは、全長５メートル、体重400キロを超えることもあります。飼育するのが難しいため、生きた

状態を水族館で見ることはめったにない魚です。 

＊カジキマグロとしてスーパー

などで販売されることがあります

が、分類学的にはマグロ（サバ科・

マグロ属）とは全く違う種です。 

 

      横浜で気仙沼の魅力を発信！ 

がオープンしました！ 

  ７月に横浜市みなとみらい21地区の横浜ワールドポーターズ 

内に気仙沼の物産品を販売する「気仙沼PORT（ポート）」が 

オープンしました。ブースは同日オープンした「YOKOHAMA   

PORT MARKET」内の一角。「港」をキーワードに、気仙沼市と 

横浜ワールドポーターズを運営する株式会社横浜インポート 

マートとの５年間の連携協力 

協定により実現しました。 

 気仙沼の美味しい食品や 

加工品、独自に製作された 

地場産品のアイテムなど約 

90品を販売しています。 

横浜にお出かけの際は、 

ぜひお立ち寄りください。 

【営業時間】 10：30～21：00 

【所 在 地】   

 神奈川県横浜市中区新港二丁

目２番１号 横浜ワールドポーター

ズ２階デッキストリート  

「YOKOHAMA  PORT MARKET」内 

アクセス方法等、詳しくは 横浜ワールドポーターズ 検索 

問い合わせ先 市商工課 ☎0226-22-6600(内線523) 

     三陸の海と山の恵み 

気仙沼物産フェア in 宮城県庁 

 水産加工品をはじめ、気仙沼のさまざまな物産品を取り

揃えて、宮城県庁で販売します。初日の９月12日（月）に

は気仙沼市観光キャラクター「海の子ホヤぼーや」が登場

します。皆様のご来場をお待ちしています。 

問い合わせ先 市商工課 ☎0226‐22‐6600(内線523) 

 第21回 目黒のさんま祭 

 第40回目黒区民まつりの一環として「第21回目黒のさんま祭」

が開催されます。前日気仙沼市に水揚げされた新鮮なサンマ

5,000尾を炭火で焼き上げます。この機会に秋の味覚を堪能しま

せんか。 

【日時】 平成28年９月18日（日）10：00～15：00 

      ※さんまがなくなり次第終了となります。 

【会場】 田道広場公園 

     （東京都目黒区目黒１-25-８）ほか 

問い合わせ先 第40回目黒区民祭り実行委員会 
 目黒区文化・スポーツ部文化・交流課内 ☎03‐5722‐9278 

   

 気仙沼ならではのしごと場やあそび場で、楽しみながら

学べる参加型プログラム「しごと場あそび場ちょいのぞき

気仙沼」が開催します。 

ちょいのぞき 気仙沼 検索 

あなただけの気仙沼の魅力を募集します！ 
 気仙沼の豊かな自然や、歴史・文化的遺産など気仙沼の魅力を広くアピールできる写真を募集しています。 

 入賞作品は、「気仙沼市民憲章カレンダー」に掲載します。皆様からのご応募お待ちしています。 

題   材 ： 気仙沼の魅力や四季を鮮やかに伝える、自然の風景・景観、建物、 歴史・文化、人物など 

応募方法 ： 作品の裏面に、住所 ・氏名 ・年齢 ・電話番号 ・作品名 ・撮影年月日 ・撮影 

         場所 ・写真にまつわるコメントを記載し、下記の応募先に郵送してください。 

応  募  先 ： 〒988‐8501 気仙沼市八日町一丁目１‐１ 気仙沼市民憲章推進協議会 

応募締切 ： 平成28年10月７日（金）まで（当日消印有効） 

注
意
事
項
 

●一人３点までの応募とします(他のコンクール等に応募してない 

  概ね２年以内に撮影した作品に限ります)。    

●サイズは２Ｌ版に限ります。カレンダーに使用するため、横位置、カラー写真とします。 

●入賞作品の版権は原則的に気仙沼市に帰属し、作品は返却できません。 

●デジタルカメラによる作品は、画像の加工を行っていないもの。 問い合わせ先 市地域づくり推進課 ☎0226‐22‐3409 

平成27年度金賞作品 「けあらし」 

【日時】 平成28年９月12日（月）～16日（金） 

      10：00～16：00 

【会場】 宮城県庁１階玄関ホール 

【内容】  ・気仙沼の物産品の販売（わかめ・昆布等の 

       海産物、水産加工品、ふかひれ商品、 

       珍味、気仙沼のお菓子、クリームサンド、 

       ホヤぼーやグッズなど） 

      ・500円以上お買い上げの方、毎日先着100名様に 

       ”ホヤぼーやの缶バッチ”をプレゼント！ 

 【日 時】 平成28年９月17日(土)・18日(日） 

各イベントの内容や料金等、 詳細はこちら！ 

【内 容】 今回のちょいのぞき気仙沼では、 

 ①水揚げから解体までの魚の流通を 

学べる体験や、サメの歯キーホルダーづくり、 

漁師丼づくりなど、海の幸グルメを堪能できるコースだけで

なく、 

 ②海のジェルキャンドルづくり、シーカヤック体験、唐桑ツ

リーハウスなど自然満喫アウトドアコースの組み合わせも

楽しめます。 

 もちろん、ひとつだけでも楽しめる体験がいっぱいです！ 

食べて、つくって、学んで、週末気仙沼を満喫しませんか？ 

メカ×カレー誕生！ 

お申し込み・問い合わせ先  
 気仙沼市観光サービスセンター ☎0226‐22‐4560 

目黒区民まつり 検索 

各イベントの内容や料金等、 詳細はこちら！ 



 気仙沼市の「海の市」内にあるシャークミュージアムでは、 震災復興シアターの映像をリニューアルしま

した。  

 新しい映像では、ナレーションを元NHKアナウンサーで現在フリーで活躍している膳場貴子さんが協力

し、エンディングテーマには気仙沼市出身のシンガーソングライター・畠山美由紀さんの楽曲「わが美しき

故郷よ」を使用しています。震災前と震災後の気仙沼の四季折々の風景が歌と一緒に映し出されます。 

 震災から５年が経過する中、防災・減災について考えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。 

 ぜひ、お越しください。 

検 索 気仙沼 海の市シャークミュージアム 

 シャークミュージアム内の映像シアター以外にも、市内には震災について学べる施設がある

ほか、震災の被害を乗り越えてたくましく生き抜く人々の様子を話す語り部ガイドがいます。 

 震災時やその後の対応についても学べますので、市内にお越しの際はぜひご利用ください。 

検 索 気仙沼唐桑半島ビジターセンター 

防災について、「見る・聞く・体験」  

■問い合わせ先 市震災復興・企画課 ☎0226‐22‐6600（内線312）  ■問い合わせ先 唐桑町観光協会 ☎0226‐32‐3029 

ありのままを伝える。 
震災遺構 東日本大震災の記憶と教訓 

 震災時、校舎４階まで津波が押し寄せ被災した旧気仙沼向洋

高校。気仙沼市では、東日本大震災の記憶と教訓を伝え、警鐘

を鳴らし続ける「目に見える証」として、旧気仙沼向洋高校南校

舎を震災遺構として保存整備し、南校舎の１階、３階と４階の一部、

屋上を公開する予定です。 

 また、震災遺構の隣接地に、映像・写真パネルなどを利用し

た資料館機能を有する施設として、被災して現在閉鎖している

岩井崎プロムナードセンターを復旧することとしています。震災

遺構とともに気仙沼市の防災・減災教育の拠点施設として整備

し、その在り方については今後検討していきます。 
  

 震災遺構とは、震災によって壊れた建物など、被災の記

憶や教訓を後世に伝える構造物です。 

 本市では、映像・展示、教育プログラム等を実施し、訪れ

る人に防災・減災の大切さを訴え、自然と共に生きること、

そして命の大切さを考えるきっかけを育む防災・減災教育

の拠点として保存整備します。 

 旧気仙沼向洋高校が立地する階上地区は、過

去に幾度となく津波の被害を受けてきた地区です。 

 一方で、海からの恵みを得、人々の生活が営ま

れ、歴史を刻んできた地区でもあり、気仙沼の海

と生業の関わりを表現できる代表的な地でもあり

ます。 

 ■所 在 地   気仙沼市波路上瀬向９‐１    

 ■開館予定  平成30年度開館予定      

気仙沼の歴史や地域性を伝える 

震災遺構保存整備の意義 

 旧気仙沼向洋高校南校舎 

震災の記憶を風化させない 

■問い合わせ先  気仙沼シャークミュージアム（㈱気仙沼産業センター） ☎0226‐24‐5755 

 ■上映時間  約15分間（20分間隔で上映） 

 ■営業時間  シャークミュージアム ９：00～17：00 

           （海の市 ８：00～18：00）             

 ■定  休  日  不定休 

 ■所  在  地  気仙沼市魚市場前７‐13 海の市２階   

 ■入  場  料  大人500円、小学生200円、就学前児無料 

◀南校舎３階内観 

  南校舎４階▶ 

～映像で見る津波の恐ろしさ～ 

震災復興シアターのほ

かに、サメの生態展示も

あります。 

見る  

聞く 

体験 

 東北・北海道の作家を中心としたさまざまなジャンルの作品を多数収蔵しています。そのほかに、学芸員が被災

現場で撮影した写真203点、同様に収集した被災物155点、歴史資料等137点が展示資料として収められています。 

 被災現場写真には、その写真を撮影した際に感じたことや考えたことなどを文章で添えています。 

 

リアス・アーク美術館 

唐桑半島ビジターセンター・津波体験館 

 水槽を使った津波の起こる仕組みの紹介や三陸大津波の記録の解説などで自然と人間の関わりについて学べる

ほか、映像・音響・振動・送風などを組み合わせた津波の疑似体験もできます。 

■問い合わせ先 リアス・アーク美術館 ☎0226‐24‐1611 検 索 

検 索 

気仙沼 リアス・アーク美術館 

震災復興語り部ガイド 

 震災を体験した語り部が、専門知識や経験を生かして、被災時やその後の対応、そして復興へと向けた歩み

を説明します。 

■問い合わせ先 気仙沼観光コンベンション協会 ☎0226‐22‐4560 気仙沼 震災復興 語り部 


