２０１１年３月に発生した東日

本大震災で甚大な被害を受けた東

北３県に何かお手伝いできること

はないか。震災直後の混乱の中で

行った支援申し出に対して調整が

ついたことをきっかけに、伊佐市

日

27

は南三陸町に支援物資の送付と職

年３月

28

日間×７班

10

員派遣を行ってきました。

年４月５日～５月

人

40 23

■短期派遣 約

平成

延べ

年４月１日～平成

24

■長期派遣 半年～２年

平成

人

10

偶然 …必然、つながった縁結びの電話

５年
「宮城県南三陸町に思いを寄せて」

あれから

あれから５年、両市町のつなが

りは支援する側・される側という

関係ではなく、市民レベルの交流

へと広がりをみせ絆を深めていま

迫力満点！

す。

迫力満点！

■羽月西小児童

「手づくり干し柿を贈る」

年秋から南三陸町社会

地域住民やＪＡ女性部指導のも

と、平成

福祉協議会を経由して独り暮らし

の 高 齢 者 に 届 け ら れ て い る。 一

つずつ丁寧に梱包

され児童の写真

と手書きのメッ

セージが添えら

れている。

■伊佐市商工会女性部

「福かざりを贈る」

宮城県

山頂からは太平洋を一望
でき、毎年５月中旬～６月
山頂からは太平洋を一望
山頂からは太平洋を一望
でき、毎年５月中旬から６月
でき、毎年５月中旬から６月
上旬には５万本のツツジが
上旬には、５万本のツツジが
上旬には、５万本のツツジが
咲き誇り、全山が燃えるよ
咲き誇り、全山が燃えるよう
咲き誇り、全山が燃えるよう
な朱色に染まります。
うな朱色に染まる。
な朱色に染まります。
また、山頂にある
11 基の
また、山頂にある
11 基の
山頂にある
11 基の経塚
経塚は、かの奥州藤原氏との
経塚は、かの奥州藤原氏との
は、かの奥州藤原氏との深
深いゆかりを今日に伝える
深いゆかりを今日に伝える
貴重な遺構です。
貴重な遺構です。
いゆかりを今日に伝える貴
重な遺構。

神割崎
二つに割れた奇岩の間から荒波が
二つに割れた奇岩の間から荒波がしぶきを上げ
二つに割れた奇岩の間から荒波がしぶきを上げ
しぶきを上げ押し寄せる様子は迫力
ながら押し寄せる様子は迫力満点。
全国の「白砂 全国の「白砂
ながら押し寄せる様子は迫力満点。
青松百選」に選ばれ、例年２月中旬と
10 月下旬に 10 月下旬に
満点。全国の「白砂青松百選」に選
青松百選」に選ばれ、例年２月中旬と
はちょうど岩の間から日の出を望むことができま
はちょうど岩の間から日の出を望むことができま
ばれ、例年２月中旬と
10 月下旬に
す。周辺には松林に囲まれた遊歩道があり、森林浴
す。周辺には松林に囲まれた遊歩道があり、森林浴
はちょうど岩の間から日の出を望む
をしながら海岸風景を楽しむこともできます。
をしながら海岸風景を楽しむこともできます。
～神割崎キャンプ場～
～神割崎キャンプ場～
ことができる。周辺には松林に囲ま
神割崎を筆頭に雄大な自然を全身に感じながら
神割崎を筆頭に雄大な自然を全身に感じながら
れた遊歩道があり、森林浴をしなが
キャンプができます。
（11 月末～翌３月までは冬季
キャンプができます。
（11 月末～翌３月までは冬季
休業。
）
休業。
）
ら海岸風景を楽しむこともできる。
～神割崎キャンプ場～
神割崎を筆頭に雄大な自然を全
身に感じながらキャンプができる。
（11 月末～翌３月は休業）
神割崎

大口中心商店街の空き店舗な

迫力満点！

田束山

どを会場に行われる早春の恒例行

田束山

事「伊佐のひな祭り」で飾られる

福かざりを南三陸商工会女性部に

贈っている。これに対して南三陸

の女性部員が製造・

販売するロール

ケーキ「絆ロー

ル」がお礼とし

て届くなど交流

を続けている。

太平洋を一望！ た つ が ね さ ん
朱色に染まる山
田束山
太平洋を一望！朱色に染まる山
太平洋を一望！朱色に染まる山

24

南三陸町

かみわりざき

絶景 観光スポット

神割崎

宮城県北部、本吉郡に位置。
東は太平洋に面し、三方を
標 高 300 ～ 500 の 山 に 囲
まれ、海山が一体になって
豊かな自然環境を形成して
います。
面積：163.4 ㎢
年平均気温：11.1℃
町花：ツツジ
町木：タブノキ
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月９
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伊佐市と南三陸町は支援体制を

27

年

災以来、ずっと継続して頂戴してござ

充実させるため、平成

からは職員の皆さま方の派遣をこの震

日に「災害等における相互応援協

ご支援を賜り、また、伊佐市の市役所

定」を結びました。被害を受けた

伊佐市民の皆さまには大変心温まる

市町の要請に応じて救援や応急復

旧、 必 要 な 職 員

派 遣 や 食 糧・

資機材を提供

します。

南三陸町
佐藤仁町長

います。大変な復興事業の中でありま
すが、伊佐市から派遣された職員の皆
さま方には本当に一生懸命、仕事に励
んでいただいております。心から厚く
御礼を申し上げます。
おかげさまで町は着実に復興へと進
んでおります。昨年は戸倉小学校及び
南三陸病院・総合ケアセンター南三陸
など、さまざまな公共施設が完成した
ほか、防災集団移転事業 20 地区 28
団地のうち、16 地区 20 団地が完成
リアスのきらめきが詰まった

しました。また、町内最大の志津川地

名物「南三陸キラキラ丼」

リアスのきらめきが詰まった
区東団地の東工区に第一号となる住宅

南三陸が誇る A 級グルメ
「南三陸キラキラ丼」は、春
南三陸が誇る A 級グルメ「南三陸キラキラ
リアスのきらめきが詰まった
リアスのきらめきが詰まった
夏秋冬で、それぞれ旬の新
いで迎えることが出来ました。本年は、
丼」は、春夏秋冬で、それぞれ旬の新鮮な魚
名物「南三陸キラキラ丼」
名物「南三陸キラキラ丼」
鮮な魚介類を豪快に盛り込
戸倉地区、歌津地区の子育て拠点施設、
介類を豪快に盛り込んだ丼ぶりです。お店に
南三陸が誇る A 級グルメ「南三陸キラキラ
南三陸が誇る A 級グルメ「南三陸キラキラ
んだ丼ぶり。お店によって
よって具材も盛り付け方も様々で、参画店が
南三陸町地方卸売市場の完成も予定さ
丼」は、春夏秋冬で、それぞれ旬の新鮮な魚
丼」は、春夏秋冬で、それぞれ旬の新鮮な魚
具材も盛り付け方もさまざ
贅と彩を競いあうキラキラ丼。
介類を豪快に盛り込んだ丼ぶりです。お店に
れており、昨年以上に復興が感じられ
介類を豪快に盛り込んだ丼ぶりです。お店に
まで、参画店が贅と彩を競
３月１日から４月 30 日までのキラキラ丼
よって具材も盛り付け方も様々で、参画店が
よって具材も盛り付け方も様々で、参画店が
る年になると期待しているところであ
いあうキラキラ丼。
（写真提供 南三陸町観光協会） 贅と彩を競いあうキラキラ丼。
は色鮮やかな「キラキラ春つげ丼」
。
贅と彩を競いあうキラキラ丼。
３月１日～４月 30 日のキラキラ丼は色鮮やかな「キラキラ春
ります。
珍しい地元産の春野菜と、旬の海産物をたっぷりのせ見た目にも美しい丼ぶりが勢揃い
３月１日から４月 30 日までのキラキラ丼
３月１日から４月 30 日までのキラキラ丼
つげ丼」
。珍しい地元産の春野菜と旬の海産物をたっぷりのせた、
します。
現在のまちづくりは、まさに未来へ
は色鮮やかな「キラキラ春つげ丼」。
（写真提供 南三陸町観光協会）
は色鮮やかな「キラキラ春つげ丼」。
見た目にも美しい丼が勢揃い。
名物「南三陸キラキラ丼」
が再建し、入居者は新年を新しい住ま

の礎であります。我々は東日本大震災
珍しい地元産の春野菜と、旬の海産物をたっぷりのせ見た目にも美しい丼ぶりが勢揃い
という未曾有の災害から復興を成し遂
します。
げ、次世代に襷をつないでいかなけれ

毎月開催！

毎月開催！

珍しい地元産の春野菜と、旬の海産物をたっぷり

します。

元気溢れる「南三陸福興市」

元気溢れる「南三陸福興市」

「福が興る市」という願いを込め
「福が興る市」という願いが込められ命名され、復興
毎月開催！のシンボルとなっている「福興市」
て命名され、復興のシンボルとなっ
。震災の翌月である
問題も取り沙汰されておりますが、こ
元気溢れる「南三陸福興市」
ている「福興市」。震災の翌月であ
2011 年４月、地元の水産業者などがいち早い復興を目

ばなりません。地方創生や人口減少の

毎月開催！

元気溢れる「南

「福が興る市」

れからのこどもたちが誇れる町になる
「福が興る市」という願いが込められ命名され、復興
る 2011 年４月、地元の水産業者
指しこの市を開催しました。
様々な旬の食材をテーマに

のシンボルとな

のシンボルとなっている「福興市」
。震災の翌月である
よう、決して屈せず、立ち止まること
毎月開催しており、海産物や野菜などさまざまな地場産品が出店するほか、有志によるス
などがいち早い復興をめざしこの

2011 年４月、地

2011 年４月、地元の水産業者などがいち早い復興を目
テージイベントも行われ、音楽やよさこいなどのパフ
市を開催した。旬の食材をテーマ
なく、全身全霊を傾注し、町政運営に
指しこの市を開催しました。
様々な旬の食材をテーマに
ォーマンスも楽しめます。
に毎月開催しており、海産物や野

あたってまいります。

指しこの市を開

毎月開催しており、海産物や野菜などさまざまな地

毎月開催しており、海産物や野菜などさまざまな地場産品が出店するほか、有志によるス
テージイベントも行われ、音楽やよさこいなどのパ
そんな福興市、３月 27 日（日）は「春のワクワク鍋
菜などの地場産品が出店するほか、有志によるステージイベント

皆さまの温かいご支援に応えるため
テージイベントも行われ、音楽やよさこいなどのパフ
まつり福興市」
、４月 24 日（日）は「ホタテまつり福

にも、住まいとなりわいの復興を全力
興市」を開催！
ォーマンスも楽しめます。

そんな福興市、３月 27 日（日）は「春のワクワク鍋
で進めてまいります。機会があれば、

まつり福興市」
、４月 24 日（日）は「ホタテまつり福
ぜひ南三陸町に足をお運びください。
興市」を開催！

まずは略儀ながらお礼の挨拶といた
します。

ォーマンスも楽しめます。
も行われ、音楽やよさこいなどのパ
そんな福興市、３月 27 日（日）は「春のワクワク
フォーマンスも楽しめる。
まつり福興市」
□３月 27
日（日） 、４月 24 日（日）は「ホタテまつり
興市」を開催！
「春のワクワク鍋まつり福興市」
□４月 24 日（日）
「ホタテまつり福興市」

キラキラグルメ・イキイキイベント
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創生政策の発表

高校生による地方

『ｅ - Ｇａ』は、鹿児島弁の「いいが」からきており、子育てから

紙漉き体験

地域産業という幅広さ、ある意味「何でもいいが」という気持ちと、
慣れ親しんだ南中（なんちゅう）という言葉を残したいということ
から、より親しみやすく呼びやすいリズムになるよう、
お二人の提案を合わせた愛称に決定しました。
最優秀賞

鹿島 聖子さん（ 柳野自治会 ）
松元 直美さん（ 髙津原自治会 ）

愛称 が

決まりました！

昨年３月に閉校した大口南中学校は、							
「子育て支援」や「交流」、「産業振興」のための楽しい場所になりました。

体育館

石窯ピザ

←

曽木

駐輪場あと

グラウンド入口

交流棟

管理棟

グラウンド

★

正門

国道 267 号

大口

→

利用したい人は、事前に施設（管理棟）の受付にある利用申請書で申込みしてください。
体育館・グラウンドは３月 31 日までは羽月校区コミュニティ協議会（☎㉒０３５５）
で管理しています。交流棟２階は現在工事中のため４月１日から利用できます。

カルソッツ

◀写真は２月 6 日オープニングイベントの様子
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水漏れを自分で調べる方法
①家庭の蛇口をすべて閉める
②水道メーターを確認する
③左図矢印のパイロット（銀色の円盤状のもの）をよく見る
④パイロットが回っていたら漏水の可能性あり

万一破裂してしまったら

連絡先

メーターボックス内部の止水栓を閉め、水を止
めてから最寄りの水道修繕センターまでご連絡く

大口地区水道修繕センター

☎㉓５３３３

ださい。

菱刈地区水道修繕センター

☎㉖２８７０

展示場所
伊佐湧水消防組合が、春季全国火災予防運動の一環とし
て募集した防火ポスターコンクールにおいて、次の方々が
入賞されました。（市内小・中学校のみ掲載、敬称略）
消防長賞

奨励賞

上園さくら（羽月西小 6 年）

迫田詩音（田中小 1 年）

上村滴（大口中央中 2 年）

前畑音弥（田中小 5 年）

大口地区内小・中学校の作品
大口ふれあいセンター２階展示場
菱刈地区内小・中学校の作品
市役所菱刈庁舎１階玄関ロビー
展示期間

３月１日（火）～７日（月）

川添花恋（大口明光学園 1 年）
金

賞

銀

賞

銅

賞

竹内絢那（山野小 1 年）

米澤優空（羽月小 1 年）

柿木太志（平出水小 1 年）

前原謙志郎（羽月小 2 年）

上園真由（羽月西小 2 年）

平瀬琉華（田中小 1 年）

髙嶋明花（南永小 3 年）

石原結愛（羽月小 2 年）

本吉亮伍（田中小 2 年）

熊ヶ迫海利（羽月西小 4 年）

小原佑菜（湯之尾小 3 年）

久保田明羅（湯之尾小 2 年）

髙田勇生（山野小 5 年）

下小薗大雅（山野小 3 年）

横山愛実（田中小 3 年）

中島朋美（南永小 6 年）

山内駿太（牛尾小 4 年）

内村泰雅（湯之尾小 3 年）

清松小桃（大口中央中 1 年）

永田優依（大口小 4 年）

清島梨音（大口小 3 年）

花井未来（大口中央中 2 年）

尾口陽菜（針持小 5 年）

松野凌大（大口東小 4 年）

住吉璃音（羽月西小 5 年）

西結愛（湯之尾小 4 年）

上原悠羽（菱刈小 6 年）

山下七海（田中小 4 年）

小倉三月（大口明光学園 1 年）

永田眞寧（大口小 5 年）

長野琉那（大口中央中 1 年）

西川明日香（南永小 5 年）

宮後百花（大口明光学園 2 年）

図師凌人（湯之尾小 6 年）

竹下心子（大口明光学園 3 年）

植木一喜（湯之尾小 6 年）
竹下陽菜（大口明光学園 1 年）
中村佳廉（大口中央中 1 年）
濱安佑（大口明光学園 2 年）

３月は空気が乾燥し火災が１年で最も発生しやすい時期です。
火の取扱いには十分注意してください。
問い合わせ先

5

伊佐湧水消防組合消防本部

広報いさ 2016.03.01

☎０１１９

中原田夏音（大口明光学園 2 年）
中村涼香（大口明光学園 3 年）
田中亜由美（大口明光学園 3 年）

