
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

本吉地域の状況について（（（（平成平成平成平成 23232323 年年年年 8888 月月月月 29292929 日現在日現在日現在日現在）））） 

■■■■死亡者数死亡者数死亡者数死亡者数：70 人 ■■■■行方不明者行方不明者行方不明者行方不明者数数数数：73人 ■■■■避難所避難所避難所避難所：1 箇所 ■■■■避難避難避難避難者者者者：35 人 
 

応急仮設 
住  宅 
(第 1～16 
次着工分) 

 
小泉地区 津谷地区 大谷地区 

小泉中 93戸 津谷小 20戸 大谷小･中 186戸 

旧小泉中跡地 21戸 高岡住宅跡地 17戸 はまなす台 15戸 

蔵内地区 18戸 山田大名広場 35戸 天ヶ沢地区 50戸 

今朝磯地区 9戸   

外尾地区 8戸 

旧本吉農業改良普及

センター跡地 

27戸 

  

卯名沢地区 14戸     

小泉小駐車場(未入居) 10戸     

地区計 173戸 地区計 99戸 地区計 251戸 
  

 

 

 

「「「「気仙沼市東日本大震災合同慰霊祭気仙沼市東日本大震災合同慰霊祭気仙沼市東日本大震災合同慰霊祭気仙沼市東日本大震災合同慰霊祭」」」」開催開催開催開催ののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    
 

東日本大震災により犠牲となられた方々を市全体で慰霊するとともに、本市の復興を成

し遂げていく決意を新たにするため、次のとおり合同慰霊祭を実施します。 

ご遺族をはじめ、多くの皆様にご参列賜りますよう謹んでご案内申し上げます。 

なお、本吉地域においては、「はまなすホール」を副会場として献花台を設置します。

（主会場の模様を映像中継する方向で調整中） 

記 

日 時  平成２３年９月１１日（日） 

午後２時３０分 

会 場  主会場 気仙沼市総合体育館「ケー・ウェーブ」 

     副会場 はまなすホール（本吉）、燦さん館（唐桑）、 

大島小学校（大島） 

次 第  献唱、黙とう、式辞、追悼の辞、お別れの言葉、代表献花、

参列者献花 

※慰霊祭会場では、午後 5時まで献花ができます。 

 

   CCCiiitttyyy   ooofff   KKKeeessseeennnnnnuuummmaaa  
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お 知 ら せ 
平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度
総 合 健 診総 合 健 診総 合 健 診総 合 健 診    
（（（（本吉地域本吉地域本吉地域本吉地域））））    

９月下旬から本吉地域の「結核・肺がん検診」「前立腺がん検診」「骨粗しょう症検診」

「肝炎ウイルス検診」「生活習慣病健診」を実施します。ご自身の健康状態と生活習慣の

確認のため、受診をおすすめします。 

健診会場であわせて「大腸がん検診」の申込み（料金徴収）を行います。 
 
■健診会場にお持ちいただくもの 

①配布された受診票（受診票はホチキスをはずさないでお持ちください） 

②健康保険証  ③健診料金  ④健康手帳（40歳以上の方でお持ちの方） 

⑤尿検査容器（生活習慣病の健診を受ける方のみ） 
 
■日程・会場 

月日 会  場 受付時間 対象行政区 

9:15～10:30 中郷、上郷南、上郷北 
9/27(火) 上郷地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

13:30～14:30 寺谷 

9:15～10:30 日門、大谷南、大谷東 
9/28(水) 大谷公民館 

13:30～14:30 三島 

9:15～10:30 高２、天ヶ沢、山谷 
9/29(木) 大谷公民館 

13:30～14:30 高１、大谷前浜 

9:15～10:30 登米沢、風越 
9/30(金) 風越ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

13:30～14:30 津谷大沢 

馬籠林業ｾﾝﾀｰ 9:15～10:30 馬籠上沢、馬籠、馬籠町 
10/ 3(月) 

松ヶ沢ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 13:30～14:30 漆原、松ヶ沢 

9:15～10:30 猪の鼻、表山田 
10/ 4(火) 山田生活改善ｾﾝﾀｰ 

13:30～14:30 小泉西 

9:15～10:30 小泉浜１、小泉浜２ 
10/ 5(水) 浜区多目的集会場 

13:30～14:30 小泉新町、小泉仲町、小泉下町 

9:15～10:30 小泉東、津谷上町 
本吉総合体育館 

13:30～14:30 津谷街、津谷仲町 10/ 6(木) 

（夜間健診） 17:30～19:00 ※日中の健診がうけられない方 

9:15～10:30 津谷下町、上川内 
10/ 7(金) 本吉総合体育館 

13:30～14:30 林の沢、狼の巣 

9:15～10:30 津谷舘岡、坊の倉 
10/11(火) 本吉総合体育館 

13:30～14:30 下川内 

■指定された日時・会場で都合が悪い場合は、都合の良い日時・会場で受診してください。 
■気仙沼・唐桑地域の健診日程は決まり次第「広報けせんぬま」にてお知らせします。 
■お問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課（☎42-2975） 

平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度    
胃胃胃胃がんがんがんがん検診検診検診検診
(((( 本 吉 地 域本 吉 地 域本 吉 地 域本 吉 地 域    
・・・・ 後 期後 期後 期後 期 ))))    

■日程・会場 

実施日 会  場 受付時間 対象行政区    

上郷地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 7:15～9:30 大谷東、寺谷、中郷 
9/10(土) 

大谷公民館 7:15～9:30    大谷前浜、天ヶ沢、山谷、日門、
三島、大谷南 

9/17(土) 本吉総合体育館 7:15～9:30    小泉新町、小泉仲町、小泉下町、
小泉西、小泉東、高１、高２ 

■対象者：３５歳以上の方 
※前期(７月)の胃がん検診を都合で受けられなかった方も受けられます。また、申し込ま

なかったが希望される方も受けられますが、受診票作成の都合上、早目に保健福祉課に

ご連絡下さい。 

※配付されたチラシを、必ずお読み下さい。 
■お問い合わせ先：本吉総合支所保健福祉課（☎42-2975） 



 

職業相談会職業相談会職業相談会職業相談会    
 

開催日 時 間 会  場 

9月 2日・ 9日・16日・30日(金) 10:30～12:00 本吉総合体育館 ２階会議室 

9月 6日・13日・20日・27日(火) 10:30～12:00 小泉中学校仮設住宅 集会場 

9月 7日・14日・21日・28日(水) 14:00～15:30 大谷公民館 

■お問い合わせ先：ハローワーク気仙沼（☎080-2807-4956［9/2まで］・☎0226-41-6720 

［9/5から］）※ハローワーク気仙沼は、9月5日(月)から仮庁舎(気仙沼市東新城1丁

目7-1)に移転します。 

本吉水道事務本吉水道事務本吉水道事務本吉水道事務
所所所所 のののの 移 転移 転移 転移 転    

本吉水道事務所は、震災により本吉総合支所に仮事務所を置き業務を行っておりまし

たが、９月１日から下記の場所に仮事務所を移転し業務を行います。 

■移転先：本吉総合支所東分庁舎２階（気仙沼市本吉町津谷舘岡80-12） 

■お問い合わせ先：本吉水道事務所（☎42-2649 ・ FAX42-4631） 

ご みご みご みご み 収 集収 集収 集収 集    ■不燃ごみ「金属・硬質プラスチック」「陶磁器片・ガラス片」の収集日 

小泉地区、登米沢区、風越区、津谷大沢区、林の沢区 10/12、12/14 

日門区、大谷・三島地域、寺谷区、中郷区、上郷南区、上郷北区 10/26、12/28 

津谷地域（津谷桜子地区を除く）、高地域、前浜区、天ヶ沢区、山谷区 9/14、11/9 

馬籠地域、山田地域、津谷桜子地区、狼の巣区、坊の倉区、川内地域 9/28、11/30 

■粗大ごみ及び古紙類・古着類の受付（林の沢旧ごみ処理場） 9/4、9/21、10/5、10/19 
■お問い合わせ先：本吉総合支所市民生活課（☎42-2974） 

平成平成平成平成 23232323 年度年度年度年度

狂犬病狂犬病狂犬病狂犬病予防予防予防予防
注射注射注射注射    

（（（（本吉地域本吉地域本吉地域本吉地域））））    

 

月 日 場    所 時  間 

上沢多目的集会場  9：30～ 9：50 

馬籠林業センター 10：05～10：25 

山田大名広場駐車場 10：40～10：55 

山田生活改善センター 11：10～11：25 

市営平貝住宅駐車場 13：00～13：30 

浜区多目的集会場 13：45～14：00 

9月 14日 

（水） 

本吉総合体育館裏（ﾃﾆｽｺｰﾄ脇） 14：20～14：50 

仙翁寺駐車場 9：30～ 9：50 

はまなすステーション駐車場 10：10～10：35 

日門コミュニティセンター 10：50～11：10 

門前商店前駐車場 11：25～11：45 

高漁村センター 13：20～13：40 

旧川内分校 14：00～14：15 

9月 15日 

（木） 

本吉総合体育館裏（ﾃﾆｽｺｰﾄ脇） 14：30～15：00 

■対 象：生後91日以上の飼い犬 

■料 金：登録している犬 → 3,020円（済票交付手数料550円＋獣医さんの技術料及び

薬剤代2,470円） 

     新しく飼った犬 → 6,020円（上記金額＋登録手数料3,000 円） 

◎公正取引委員会の指摘により原則として獣医師会から注射料の領収書（2,470円分）は

出ませんのでご了承下さい。 

■お問い合わせ先：本吉総合支所市民生活課（☎42-2974） 

 

本吉地域本吉地域本吉地域本吉地域のようすのようすのようすのようす（７月末現在）  ●総人口 10,721人（男 5,220人、女 5,501人） ●世帯数 3,458世帯 



 

 

■本吉地域外国語指導助手退任並びに着任のお知らせ 
 
外国語指導助手（ＡＬＴ）として本吉地域の各小中学校で英語指導をしていたパトリシア・ブルエン先

生が期間満了に伴い母国のアメリカ合衆国に帰国しました。後任には、新規ＡＬＴとしてステファニー・

キング先生が着任し、２学期から本吉地域の小学校で指導しています。 

なお、アンドリュー・フリサ先生は、引き続き各中学校で指導しています。 

 

2年間大変お世話になりました。本吉で息子と一緒に充

実した生活を送ることができました。 

私は津谷、馬籠、小泉、大谷、階上、水梨の6つの小学

校と大谷中学校で働きました。息子のドゥルーとベンジャ

ミンは津谷小で友達と仲良く学校生活を送ることができ

ましたので、私はとても嬉しかったです。 

東日本大震災の後、全ての学校で生活が突然変わってし

まい、苦労している子どもが数多くいましたが、学校の授

業では笑顔が見られました。いつも子どもたちの笑顔から

私は元気をもらいました。 

私はジョギングが大好きで、よく346号線沿いの歩道を

走りましたが、子どもたちや友人、地域の方々は私の姿を見つけるといつも手を振ってくれ、その度にと

ても温かい気持ちになりました。 

たくさんの町の行事にも参加しましたが、本吉はとても活発なところだと思います。アメリカに戻って

も私は皆さんを応援しています。また、町の復興が今より更に進むことを心から節に願っております。 

2年間の思い出や皆さんの数多くの親切をどうもありがとうございました。（本人が日本語で作成） 

 
 My name is Stephanie King and I come from Johannesburg, South Africa.  It is a 
great privilege to be  able to live and work in Motoyoshi.  I am looking forward 
to teaching English in the following elementary schools:  Tsuya, Magome, Koizumi, 
Ohya, Hashikami and Mizunashi.  I enjoy swimming, playing piano, reading, 
collecting Japanese dolls and watching movies.  My Japanese is not good, but I 
would love to learn more.  I worked for the Japanese School of Johannesburg for 
6 years, where I was an English teacher.  I am very excited to be in Japan and 
to be able to experience the town of Motoyoshi.  Thank you for being so kind to 
me and for welcoming me so warmly to Motoyoshi and I hope to meet you all soon! 
 
私の名前はステファニー・キングです。南アフリカのヨハネスブルグから来ました。 

本吉で生活や仕事が出来ることを素晴らしく思っています。津谷、馬籠、小泉、大谷、階上、水梨小学

校で英語を教えることをとても楽しみにしています。 

日本で映画鑑賞や日本人形を集めたり、読書、ピアノ演奏、水泳を楽しみたいと考えています。日本語

があまり上手ではありませんが、勉強することは大好きです。ヨハネスブルグの日本人学校で英語教師と

して6年間勤務しました。今、日本にいて本吉での体験にとても興奮しています。 

本吉では温かく私を歓迎し、親切にしてくれることに感謝し、皆さんに早くお会いしたいと思っています。 

 
Hello everyone.  I would like to take this opportunity to thank you all for your 
consistent support, wonderful care and sedulous concern for me.  This past year 
has made an indelible experience and I thank you all for letting me be a part 
of your lives.  Living in Japan has always been a dream of my and thanks to you 
all, I am able to live it.  I am looking forward to another year here teaching 
in Motoyoshi.  Thank you very much. 
 
皆さん、こんにちは。まず、皆さんからのたくさんの支援、手助けに対して感

謝を伝えるのにこの場をお借りしたいと思います。皆さんは私にとても親切で優

しいので、本吉で過ごしたこの１年は絶対に忘れることができません。 

日本に住むことは、私のかねてからの夢でしたので、皆さんのお陰でその夢が叶

っています。これから本吉でもう１年、英語を教えることを楽しみにしています。よろしくお願いします。

ありがとうございました。 
 
 

スステテフファァニニーー先先生生 

フフリリササ先先生生  

パパトトリリシシアア先先生生とと馬馬籠籠小小児児童童


