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気仙沼市観光キャラクター

海の子　ホヤぼーや

 平成23年3月11日の東日本大震災により甚大な被害を受けた「海の市」の2階に

ありました「シャークミュージアム」が平成26年4月2日（水）リニューアルOPENいた

します。 

 シャークミュージアムは、下記の4つのゾーンに分かれており以前よりも更にパ

ワーアップした内容になっています。ぜひ休みの日の旅行は気仙沼へ！ 

 なお、海の市の全館グランドオープンは、本年６月の予定となっています。 

 

ZONE1 「絆」ゾーン 

 シャークミュージアムに、入ってすぐにあるメッセージテーブルにて皆さ

んと気仙沼を結ぶゾーンになっています。専用端末から気仙沼に向けた

メッセージを発信すると正面のスクリーンに表示されます。 

ZONE4 シャークゾーン 

 シャークゾーンは、北海道大学名誉教授仲谷一宏先生監修による”サメの

不思議”を紹介します。内容は、ホホジロザメのスーパーリアルオブジェやサ

メの生態の秘密、サメの生息マップ、ダイブトークシアターのほか、最新映像

技術の「プロジェクションマッピング」を入れた巨大ジンベエザメのスーパーリ

アルオブジェでサメ博士一押しのサメたちを紹介します。 

気仙沼バルの楽しみ方♪ 

①チケットを当日2,500円(前売り2,300円)で購入 

 【3枚綴り】 

②バル参加店からお好きなお店を3つ選ぶ 

③お得な特別メニュー(1フード、1ドリンク)を味わう 

 第1回、第2回と好評だった気仙沼バルが開催されます。 

 気仙沼バルは、参加店舗のうち３店舗に行き、チケッ

トと交換で各店舗の自慢の一品と飲み物一杯を味わえる

というおもしろい企画になっています。 

 皆さんも、ぜひ気仙沼の食を堪能してみてはいかがで

しょうか。 

 ・日時 平成26年4月19日(土) 

    午後16:00～21:00(お店により異なります) 

・場所 ・気仙沼復興商店街 南町紫市場 

    ・復興屋台村 気仙沼横丁 

    ・気仙沼鹿折復幸マルシェ 

    ・上記周辺の店舗 

・参加店舗数 38店舗 

・チケット 前売り2,300円/当日2,500円 

・購入方法 

 ①e-+(イープラス)で事前購入 

 ②各商店街及び気仙沼駅前観光案内所で事前購入 

 ③バル当日に各店舗で購入 

 （店舗の詳細は下記URLのホームページを参照） 

☆商店街間の移動巡回車があるので移動も便利 

・主催 気仙沼バル実行委員会 

・URL http://kesennumabar.com/ 

ZONE2 「震災の記憶」ゾーン 

 気仙沼復興シアターでは、震災被害の状況や気仙沼の今、そして「未来

に向けての思い」を大画面で大迫力の15分程度の内容で紹介します。シア

ターまでの廊下には震災時の各地区の写真等を展示しており、アーカイブ

パネルでは、震災から現在、未来に向けての歩みを動画と写真で紹介して

います。 

ZONE3 「海と生きる」ゾーン 

 震災による甚大な被害から復活し、再び活気を取り戻しつつある気仙沼

の海と港の今をお伝えします。 

 また、お魚博士のさかなくんが書いた魚マップもあります。 

・営業開始日時  平成26年4月2日（水）午前10時～午後5時 

            （通常営業時間は午前9時～午後5時） 

・入場料  大人（中学生以上）500円/小学生200円 

 ★団体割引 10名様以上10％引き 

 ★オープン企画として春休み期間（平成26年4月7日）までは、小学生の入場無料 

・休館日  不定休 

・問い合わせ先  ㈱気仙沼産業センター ＴＥＬ0226-24-5755 

・所在地  〒988-0037 宮城県気仙沼市魚市場前7-13 

・URL  http://www.uminoichi.com/ 

・日時 平成26年5月25(日) 

    午前10：00～午後0：00 

・場所 旧岩井崎プロムナードセンター（予定） 

・内容 全国の凧愛好者や地元企業凧による凧揚げ 

    （一般の方の見学は自由となっています） 

 

※強風・大雨等の場合、中止になることがあります 

 

・問い合わせ先 気仙沼観光コンベンション協会 

         TEL0226-22-4560 

・主催 第27回気仙沼天旗まつり実行委員会 

 当地方では、凧を「天旗」の名で親しまれて

おり、昔から伝わる色鮮やかな「日の出凧」や

個性ある図柄の「屋合凧」など気仙沼独特の凧

が大漁や豊作の願いを込めて造れています。  

 今回、震災前の競技形式での凧揚大会を予定

しておりましたが、開催場所等の問題があり、

今年は、全国の凧愛好者の皆様や地元の企業凧

による凧揚げを予定しています。 

 なお、一般の方の見学は自由となっています。

珍しい様々な種類の凧が見られますので是非ご

来場ください。  

 静岡県焼津の恒例行事「焼津みなとまつり」が

開催されます。気仙沼からは気仙沼物産振興協会

が出店し地元の特産品を販売します。 

 ぜひ、皆様気仙沼ブースへのご来場よろしくお

願いいたします。 
・日時 平成26年4月13日(日)  

    午前9：30～午後3：30 ※雨天決行 

・場所 内湾(旧焼津漁港) 

・内容  

 ◎水産加工品の即売 

 ◎東北三港物産販売[気仙沼・石巻・塩釜] 

 ◎大ﾏｸﾞﾛ解体実演  

   など多数のイベントが予定してあります！ 

・問い合わせ先 

 焼津みなとまつり実行委員会事務局 

 （焼津商工会議所）TEL054-628-6252 

         

 気仙沼市では、東日本大震災の津波により被災

した住宅再建のため，防災集団移転促進事業，災

害公営住宅整備事業等に取り組んでおり，防災集

団移転促進事業では高台等の安全な場所に３８地

区，約９７０区画を整備する計画です。 

  

 平成26年3月28日（金）防災集団移転団地の完成

第１号として，本吉町登米沢地区の６区画の造成

工事が竣工し、式典が行われました。 

 協議会参加者への引渡については，県の検査等

の諸手続きを経て４月中旬頃から順次始まります。 

 



 気仙沼市本吉地域にある「モ～ランド本吉」は太平洋を望むことのできる52ヘクタールの丘陵地に

広がる緑豊かな牧場です。こちらでは動物と触れ合えるほか新鮮な牛乳での様々な手作り体験、バー

ベキュー、子供達が沢山遊べるアスレチックなどがあり、秋にはモ～ランドまつりを開催し草原牛肉

パーティー等を行っています。また、様々なイベントもあり大人も子供も体験でき、楽しい牧場に

なっています。 

 平成26年3月16日に春のオープンを行いましたので、お子さんやお孫さんを連れて牧場で遊んでみ

ませんか。 

● べ～ごこハウス(畜産資料展示施設) 
 

 牧場を訪れた方々に畜産業への理解を深めて頂く

ため畜産の歴史、資料の展示を行っています。 

 また、憩いの場として売店やバーベキューの出来

る焼肉ハウスもご利用頂けます。 

 

・定 休 日  火曜日(祝祭日の場合は翌日休業) 

・営業時間  午前9時30分～午後4時00分 

・問い合わせ先  TEL/FAX 0226-43-2468 

● まきばのがっこう 
 こちらでは、うさぎ、ひつじ、やぎなどの動物との触

れ合いや観察が出来ます。また、ポニーの乗馬体験・乳

牛の乳しぼり体験が楽しめます。 

 研修棟ではバター・カッテージチーズ・アイスクリー

ム・ソーセージの手作り体験が楽しめます。 

※乳しぼり体験：要予約 

 

・定 休 日  月・火曜日(予約の場合は営業) 

・営業時間  午前9時30分～午後4時00分 

・問い合わせ先  TEL/FAX 0226-29-6208 

● モ～ランド体験 
 モ～ランドの見所をぎゅっと擬縮した体験メ

ニューです。昼食込で体験時間は4時間となって

おり広大な放牧場の見学・うさぎなどの小動物

への餌やり・ポニーへのブラッシングなどのお

世話体験もできます。 

 昼食には自分で作ったソーセージをバーベ

キューでお楽しみいただけます。 

※体験にはご予約が必要です 

 予約は、上記問い合わせ先にご連絡ください 

【所在地】 〒988-0374 気仙沼市本吉町角柄15-4 

【交通アクセス】  

 ・三陸沿岸道路 

  仙台－登米東和IC－（国道346号）モ～ランド本吉 

 ・東北自動車道 

  仙台－築館IC－登米市迫町－（国道346号）モ～ランド本

吉 

【営業期間・時間】 4月1日～11月30日 9：30～16：00 

【休館日】 火曜日（定休日が祝日の場合はその翌日）  

【駐車場】 58台 

【問い合わせ先】 モ～ランド本吉 電話0226-43-2468 

【URL】 http://www.mooland.jp/ 

 モ～ランド本吉では、毎月第4日曜日に焼肉食べ

放題を実施しています。 

  

 ・制限時間  1時間  

 ・金   額  大人1500円/小人850円 

● 楽しい遊び場 

 

 トリデ、ターザンロープ、ネットトンネルなど子

供の冒険心をくすぐる木製コンビネーションのほか、

全長123m・落差20mの県内一長いローラースライ

ダーは子供達に大人気です。 

 平成26年3月3日にポニーの赤ちゃん

が 

産まれました！おひなさまの日に誕生し

☆モ～ランド本吉から会員特典が付きました☆ 

  ・ファンクラブ会員証を提示の会員限定 

 

☆ローラースライダーのマット貸し出し料１００円に

割引！ 

☆ローラスライダーマット返却時にデザート1つサー

ビス！ 

（通常マット【200円】で借りて返却時にデザート無

料） 

【案内図】 

№ 体験メニュー 所要時間 受入可能人数 料金

1
アイスクリーム
手作り体験

1時間 1名～90名
1,300円
(1セット)

2
バター
手作り体験

1時間 1名～100名
1,300円
(1セット)

3
カッテージチーズ
手作り体験

1時間 1名～20名
1,300円
(1セット)

4
ソーセージ
手作り体験

1時間30分 4名～30名
2,000円
(1セット)

5
ブルーベリー
摘み取り体験
（7月中旬～8月上旬）

15分 1名～30名
500円

(1セット)

6 モ～ランド体験 4時間 4名～30名
3,500円

（昼食込・1名）

7 ポニー乗馬体験 1周 1名～
300円
(1周)

8
乳しぼり体験
（貸切）

- 1名～ 20,000円


