と も に 石 巻 の み ら い へ 、と も に 明 日 へ
W o r k i n g T o g e t h e r for a New Ishinomaki

展示パネル

より
「前を向いて 〜復興への道〜」

Look To The Future
「下ばかり見てちゃいけないよ」そう誰かに言われた。
そうだね、
この街も少しずつ復興という道を歩んでいる。
明るさや活気を取り戻しつつある。
震災なんかに負けてなんかいられない。
一歩一歩前を向いて歩いて行こう。復興への道を。
No one can move on while always looking behind
them. Little by little our city is gradually getting
back to normal. Happiness and vigor are coming
back to us. We canʼt be beaten down by this
disaster.
Step by step, we are looking to the future, down
the road to reconstruction.

H25年の花火写真

津波避難タワー

新蛇田地区完成イメージ

H26川開き祭り流燈

石巻市復興まちづくり情報交流館「中央館」
Ishinomaki Community & Info Center
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About Ishinomaki Community & Info Center
東日本大震災（平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。以下「震災」
という。）
からの復旧及び復興事業の進捗又は地域におけ
るまちづくりの取組に関する情報並びに震災から得た知識及び教訓を発信し、震災により被害を受けた市民同士の意見交換又は来訪者との交流の場を創出す
るため、石巻市復興まちづくり情報交流館を設置する。
Ishinomaki Community & Info Center (ICIC) was constructed after the Great East Japan Earthquake and subsequent tsunami of March
11th 2011 with the following aims: to act as an information resource regarding Ishinomaki itself and lessons learned from the disaster,
as well as providing information about the progress of post-disaster reconstruction eﬀorts; to provide a meeting place for members of
the local community to exchange ideas, particularly those aﬀected by the disaster; and to be a convenient focus for visitors from
further aﬁeld to learn about the disaster and interact with the community.

❶3.11東日本大震災
March 11th, 2011
The Great East Japan Earthquake

❷あの日、
あの時、
それぞれの記憶と記録
Memories & Records of That Day,
That Time

石巻市の震災当日の写真や、被害状況、
石巻市と他県との被害を
比較したパネル。
震災からの現在までの出来事を時系列にまとめたものを展示。
あの日から今日までの石巻市が見えるコーナー。

石巻市は過去にも幾度となく、大きな津波に襲われている。
その事実を未来へと継承し、伝えていかなければならない。
そして強い街にしていかなければならない。
震災時の写真と過去の写真をエピソードを交え、
考えていくコーナー。

F l oor M a p
❷
❹

❶

❸希望に向かって
Towards a New Hope

石巻市の復興計画や復興事業の進捗を紹介。
これからの石巻市の未来が見えるコーナー。

多目的トイレ
Wheelchair
accessible W.C.

❺

❺ともに石巻のみらいへともに明日へ
Working Together for a New Ishinomaki
震災後から、石巻の復興のために尽力を
つくしてくれたNPO団体や市民団体の、
いままでの活動内容や、
これからの
活動について紹介。

漁業は活気づき、豊かだったあの頃。街なみや学校の風景、
お祭りの風景など、石巻市の震災前のくらしを紹介。

❻

交流スペース
meeting area

Free Wi-Fi

❹いままでのくらし
Ishinomaki in Past Times

トイレ
W.C.

❸

事務スペース
Oﬃce

❻インフォメーション
Information

石巻市のmap。緊急避難場所など、他の情報交流館や施設概要、
石巻市についてや石巻市長からのメッセージを紹介。
石 巻 駅
石巻警察署
石巻駅前交番

七十七銀行
石巻支店

石巻立町郵便局

岩手銀行
石巻支店

石巻サンプラザホテル
北日本銀行銀行
石巻支店
仙台銀行
石巻支店

石巻商工会議所

震災伝承スペース つなぐ館

Ishinomaki Community & Info Center

Address： Chuo 2-8-11, Ishinomaki City, Miyagi Prefecture
TEL： 0225-98-4425
FAX：0225-98-4119
E-mail： ishinomakicic@guitar.ocn.ne.jp
Hours： 9:30 ‒ 18:00 (meeting space available for use
Closed： 18:00 ‒ 21:00, requires prior reservation)Tuesdays
2st
(or the following day if the Tuesday is a national holiday), Dec 30st
31st ‒ Jan 1st

石巻税務署
石巻グランドホテル

石巻市復興まちづくり情報交流館 中央館
住
所：石巻市中央二丁目８番１１号
電
話：0225-98-4425
FAX：0225-98-4119
E - m a i l: ishinomakicic@guitar.ocn.ne.jp
開館時間：午前9時30分から午後6時
[夜間（午後9時まで）
の交流スペース利用可（要予約）]
休 館 日：火曜日(休日に当たるときは、
その翌日)
12月31日から翌年の１月１日まで
12
30 から1 2

33

バス乗場
石巻市観光物産情報センター
ロマン海遊 21

つなぐ館

羽黒山公園

橋通り COMMON
壽福寺

文化会館
アイトピアホール
（みやぎ生協）

石巻市復興まちづくり
情報交流館「中央館」
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