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防災「合言葉」受賞作品

石巻市イメージキャラクター

《優良賞》
　　　　ふるさとの　いいとこいっぱい　みつけよう

雄勝小学校2年　阿
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平成27年度石巻市学校防災推進会議問　学校安全推進課（内線5082）問

ⓒReborn-Art Festival　Photography：YOSHIHARU OTA / TAKEHIRO GOTO / TETSUYA YAMAKAWA

Ｐ2 --------------- 新「市立病院」が開院します
Ｐ3 --------------- 明日へと響け 復興のつち音
Ｐ4・5 ------------ 石巻市の復興まちづくり
Ｐ6～8 ---------- 震災復興情報・お知らせ
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Reborn-Art Festival ×
ap bank fes 2016

リボーンアートフェスティバル × エーピーバンクフェス２０１６

地元食材の魅力も発信
パワフルな演奏で復興を後押し
　震災の風化を防ぐとともに音楽で復興を後押ししようと、さまざまなジャンルのアーテ
ィストが集合した「Reborn-Art Festival × ａｐ bank fes ２０１６」が７月３０日（土）、３１日

（日）に石巻港雲雀野地区で開催されました。29日（金）の前夜祭を含めた３日間で全国
から延べ約４万人の観客が訪れ、パワフルなステージを楽しみました。渡波獅子風流塾や
石巻ジュニアジャズオーケストラ等の地元の団体も出演し、すばらしいパフォーマンスで
震災支援への感謝と地域再生への決意を伝えました。また、「船出」と「航海」をテーマに地
元の食を楽しむコーナーでは、訪れた人たちが石巻の味を満喫しました。このフェスティ
バルは来夏、牡鹿半島を中心に開かれる総合芸術祭のプレイベントとして行われました。
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9月1日(木) 診療開始！

問　病院総務課　☎25－5555問

　東日本大震災により全壊し、石巻駅前へ移転新築することとなった新「市立病院」
は、平成26年10月に工事に着手し、本年6月30日（木）に竣工しました。その後、医療
機器の設置に取りかかり、現在は運用トレーニングや総合リハーサル等を実施し、開院
に向けた最終調整を行っています。
　新「市立病院」は、本市における中核的医療機関として、「急性期医療」をはじめ、健康
状態に回復させ早期社会復帰を目指す「回復期医療」のほか、「緩和ケア」にも取り組
みます。また、地域包括ケアシステムの一翼を担う在宅医療の支援病院として関係機
関との連携も強化します。
　さらに、院内に設置される東北医科薬科大学の「石巻地域医療教育サテライトセン
ター」を通じ、医師の確保、地域医療の充実に結び付けていきます。

診療科目(6科)
内科、外科、整形外科、
放射線診断科、麻酔科、
リハビリテーション科

新「市立病院」が開院します

市立病院の概要
所 在 地　穀町15-1
敷地面積　9,038．67㎡
延床面積　23,932.07㎡
病 床 数　一般病床　140床（うち緩和ケア病床20床）
　　　　　療養病床　40床
病 棟 数　5病棟
構　　造　免震上部：鉄骨造
　　　　　免震下部：鉄骨鉄筋コンクリート造
	 ※1階と2階の間に免震層を配置

◀6月末に建設工事が完了した
新「市立病院」が、利用者の皆
さんの受入体制を整え、9月
1日（木）に開院します。

▲２階フロアマップ

交通案内

●最寄駅　JR石巻駅　●最寄バス停　石巻駅前　●各交通機関から徒歩約3分

駐車場　160台（車椅子用	7台）　※病院利用者専用となります。
料　金　30分までは無料。以降30分毎に150円が加算。ただし、外来患者の駐車料金

は100円になります。

市役所本庁舎

位置図（交通案内を含む）

初診の方　総合受付前の記載台で診察申込書を
記入し、初再診受付窓口に保険証とともに提出し
てください。受付完了後、受付票・外来基本票ファ
イルをお渡ししますので、外来受付に外来基本票
ファイルを提出してお待ちください。
※旧石巻市立病院、開成仮診療所の診察券をお持
ちの方は、提出してください。新しい診察券を発
行します。
※かかりつけ医等がいる場合は、できる限り紹介状
をお持ちいただきますようご協力ください。
※整形外科の受診には、紹介状が必要です。
再診の方　再来受付機に診察券を差し込み、診察
科・受診内容を選択します。受付完了後、受付票・
外来基本票が発行されますので、基本票をファイ
ルに入れ外来受付に保険証とともに提出してお
待ちください。

紹介状をお持ちの方　地域医療連携窓口に診察
申込書、紹介状および保険証を提出してくださ
い。受付完了後、受付票・外来基本票ファイルをお
渡ししますので、外来受付に外来基本票ファイル
を提出してお待ちください。

受付方法（受付窓口は2階となります）

　再診時は、原則として予約診療制となります。
初診については、他施設からの紹介予約に限り、
電話で予約を受け付けします。
　診療予約を変更する場合は、平日の午後2時～
4時にお問い合わせください。

診療予約

　自動精算機を導入します。会計窓口でのお支払
いは可能ですが、原則自動精算機でのお支払いと
なります。
　自動精算機では現金のみの取り扱いとなります。
※開院後しばらくは、クレジットカードでのお支払
いは２階会計窓口でのみ受け付けします。

お支払い

午前11時～午後8時

面会時間

初診の方　平日　午前8時～11時
再診の方　平日　午前8時～11時30分
※外来診療の休診日は土曜日、日曜日、祝日、12月
　29日から翌年の1月3日までとなります。

外来診療受付

▲フロアガイド
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地域コミュニティの再生
　東日本大震災によって離ればなれになってしまった町内会の再編や、集団移転先等での新たなコミュニティづ
くりに向けた取り組みが各地で行われています。

　新渡波地区で住民の交流イベント「太陽まつり」が
開催されました。今年は、地元町内会が復興公営住宅
に入居した皆さん等を歓迎するために新市街地を会場
に行われ、集まった約300人の新旧住民の皆さんは、
焼きそば等の屋台や、ミサンガづくり、ゴム鉄砲の射的
コーナー等を楽しみました。また、地元の鹿松相救会に
よる獅子舞披露もあり、地域の発展を願う勇壮な舞い
が会場を沸かせていました。

　区画整理事業や復興公営住宅の建設が進む新門脇
地区で、「かどのわき町内会」の発足式が行われました。
津波被害の大きかった同地区には、震災前5つの町内会
がありましたが、人口減少や町内会の解散等により活動
の継続が困難となったため、各町内会を統合した新たな
組織として発足しました。当日行われた懇親会では、地区
の皆さんによって踊り等の余興が繰り広げられ、会場は新
たな町内会の発足を祝う楽しい雰囲気に包まれました。

　市では、コミュニティづくりに関する支援を行っています。

渡波地区
7月17日（日）渡波1号公園

門脇地区
6月5日（日）まねきの家（門脇町二丁目）

　新蛇田地区の皆さんを対象に、自治会形成に向けた住
民懇談会を開催しました。会場には約220人の皆さんが
集まり、自治会設立の必要性に関する市の説明のほか、
石巻警察署から防犯面での自治会活動の意義等に関す
る説明が行われました。今後は、住民同士の交流を深め
ながら設立に向けた準備を進めていく予定です。

蛇田地区
7月23日（土）蛇田中学校コミュニティづくり支援事業

　町内会や自治会組織等を対象に、地域づくりやコミュニ
ケーションづくりを推進するための交流イベント等の実施事業
に対し助成しています。
助成額　1団体　上限10万円
事業例　夏祭り、地域清掃、運動会等

復興公営住宅コミュニティづくり
促進事業

　住民自治組織が主体となり、復興公営住宅入居者と近隣
住民との交流を図るため実施する事業に対し助成しています。
助成額　1団体　上限10万円（1回限り）
事業例　歓迎会、交流会等

問申・ 　地域協働課（内線4236）
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このコーナーでは、石巻の復興や復旧の様子
を紹介します
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石巻市の まちづくり
復 興 （第47回）

このコーナーは、市の今後の復興まちづくりに関する情報をお知らせします。
今回は、復興公営住宅に関する最新情報を紹介します。

平成28年（2016年）8月15日号
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震災復興情報 お知らせ
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石巻南浜津波復興祈念公園「参加型維持管理運営」
検討協議会への参加団体募集

　市では、石巻南浜津波復興祈念公園の整備計画を進めています。
　石巻南浜津波復興祈念公園の新たな維持管理運営方法について、市と共
に検討協議をしていただける団体を募集します。
検討事項　市民等の参加による新たな維持管理運営手法について
対　　象　市内に活動拠点があり既に活動しているNPO法人等の市民団体、

または、県内で植栽、伝承・追悼活動を行っている団体
※公表中の石巻南浜津波復興祈念公園基本設計を踏まえて、積極的に参加
　してもらえる団体を対象とします。
説 明 会　申し込み後、要件を満たしている団体を対象に検討協議会の活

動内容等についての説明会を開催します。（開催日は別途通知し
ます）　　　

申込方法　基盤整備課に備え付けの申込書（ホームページからもダウン
ロードできます）に必要事項を記入し、持参、郵送、FAXまたはＥ
メールで申し込みください。

申込書配布開始　8月15日（月）
申込期限　9月15日（木）　午後5時（必着）

募集

　市では、復興特区による税制優遇制度の相談、申請を受け付けています。
　対象となる法人・個人事業者の方は、法人税や所得税、地方税免除等の特
例を受けることができますので、ぜひご活用ください。
※特例を受けるためには、市または県からの指定および事業実施状況の認
定が必要です。特区の認定日以降で前年度以前に取得した対象資産は、指
定後に確定した分の地方税のみ免除を受けられます。

お知らせ
復興特区による税制優遇制度のお知らせ

問申・ 　商工課（内線3526	）

復
興
特
区
の
種
類

特区の名称（認定日） 対象区域 対象業種

石巻まちなか再生特区
（平成24年3月23日）

中央、中瀬、立町、千石町、鋳銭
場、穀町、日和が丘一丁目の一
部、住吉町一丁目の一部

医療業、商業、宿泊業、飲食
業、ICT関連産業、新エネル
ギー関連産業等

愛ランド特区
（平成24年7月27日）
※平成24年9月28日変更

田代、渡波、荻浜、雄勝、北上、
牡鹿の各地区の一部

商業、宿泊業、飲食業、新エ
ネルギー関連産業等

ものづくり特区
（平成24年2月9日）
※平成26年2月28日、
　平成27年4月27日変更

用途地域における「工業専用
地域」、「工業地域」、「準工業地
域」のうち既存居住地域を除
く地域等の一部

自動車や高度電子機械、食
料品等の製造関連産業

IT特区
（平成24年6月12日）

中央、門脇町、羽黒町、山下・大
街道、湊、中里、開成、蛇田の各
地区の一部

情報サービス関連産業

農業特区
（平成24年9月28日）

渡波、稲井、蛇田、河北、河南、
北上、牡鹿の各地区の一部

農業に関連する食料品製
造業、宿泊業、飲食業等

税
制
特
例
の
内
容

① 新規立地法人優遇税制
	　新設の法人が指定後5年間法人税の課税を繰延
② 新規取得設備の特別償却または税額控除
	　新規取得等した建物・機械等について、特別償却または税額控除
③ 被災雇用者給与の特別控除
　	被災雇用者等に対する給与等支給額の10%を、税額の20%を限度に5年間税額控除
④ 研究開発設備の特別償却と税額控除
	　開発・研究を目的とする新規取得資産について、特別償却と併せて税額控除
⑤ 地方税の特例
　	①、②、④の特例を受けた場合、固定資産税等の減免を最大5年間受けられます。
※①～③は、各年度でいずれか1つの選択適用となります。④は併用することができ
　ます。

復興公営住宅入居者募集
対　　象
　第１優先
　・市内の防災集団移転対象者のうち、まだ再建していない方
　第２優先
　	次のいずれかに該当し、現に住宅に困窮していることが明らかな方
・東日本大震災で住宅の「り災判定が全壊の方」
・東日本大震災で住宅の「り災判定が大規模半壊または半壊」で解体	
	を余儀なくされた方
・被災地における市街地整備事業等の実施により移転が必要となっ
	た方

※市内で被災された方の入居を優先します。
受付期間
　8月22日（月）～9月2日（金）　午前９時～午後５時（土日を除く）
必要書類
　①申込書（押印が必要です）
　②り災証明書の写し
　③抽選にあたり優遇する事項を証
　　明する書類（詳しくは、事前にお
　　問い合わせください）
※申込書一式はお返しできませ　
んのでご了承ください。
入居予定時期　10月～11月
※募集情報等はホームページでもご覧いただけます。
　 問申・ 　雄勝総合支所地域振興課　☎57-2111

募集

募集する住宅
名称 市営水浜南復興住宅

所在地 雄勝町水浜字水浜60-17
構造 木造　戸建
戸数 1戸

間取り 1LDK（1人以上）
家賃月額 5,700円～49,100円
供用開始 平成28年3月30日（水）

問申・ 　〒986-8501（住所不要）
　　　　基盤整備課（内線5515）　FAX	90-8046
　　　　 	infraimp@city.ishinomaki.lg.jp

石巻南浜津波復興祈念公園基本設計図

平成２８年度石巻市総合防災訓練のお知らせ
　大規模地震災害を想定した防災訓練を１０月２３日（日）午前に実施します。
（ステージ１）地震による津波・土砂災害等からの避難訓練　午前９時～１０時
（ステージ２）地域の自主的な災害応急対策訓練　午前１０時から
　詳細については、今後、全戸配布するチラシ等をご覧ください。
問　危機対策課（内線４１５９）

お知らせ

企業立地のための支援制度
　市では、産業振興と雇用の拡大を図るため、市内に事業所等を新設、増設ま
たは移設した企業に助成金を交付します。
　助成金を受けるためには業種や設備投資額、雇用人数等、一定の要件があ
るほか、操業開始の30日前までに申請が必要です。
　詳細はホームページをご覧ください。

問申・ 　産業推進課（内線３５４８）

お知らせ

市有地をお売りします
　市有地を一般競争入札によりお売りします。
対　象　旧北村保育所跡（北村字幕ヶ崎）
※売払実施要領等は、管財課および各総合支所地域振興課で配布するほか、
　ホームページからダウンロードできます。

問申・ 　管財課（内線4088）

お知らせ
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●弁護士・社会福祉士による「移動無料相談会」
弁護士による相談内容
　・離婚・家庭内暴力・被災ローン減免制度・金銭貸借・解雇・パワハラ・未払
　　賃金・建築トラブル・不動産トラブル・交通事故・損害賠償・生活困窮・近隣
　　トラブル等
社会福祉士による相談内容
　・生活困窮・介護・物忘れが気になる・人間関係・ストレス・眠れない等
　			ひとりで悩まず専門家へご相談ください。上記以外の相談も可能です。

※予約者優先（当日相談も可）
※専門家との個別面談
※移動相談会のほか、法テラス東松島でも専門家による無料相談ができます。
　曜日により担当専門家が異なりますので、詳細は法テラス東松島にお問い
　合わせください。

問申・ 　法テラス東松島　☎ 050-3383-0009　
　　		　	午前9時～午後5時（土日・祝日を除く）
					問　市生活再建支援課（内線3965）

と　き ところ 相談担当者

8月23日（火）午後1時40分～4時 仮設大森第3団地集会所
（大森字内田1-122） 弁護士

8月31日（水）午後1時30分～4時 仮設大橋団地集会所
（大橋一丁目1-3）

弁護士
社会福祉士

● 「住まいの復興給付金」申請相談会
　「住まいの復興給付金」は、東日本大震災で被災した住宅（借家を除く）の所
有者が、平成26年4月の消費税率8％引き上げ以降に、住宅を建築・購入また
は補修(工事費が税抜100万円以上)し、その後居住する場合に、消費税増税分
相当最大約90万円(建築・購入時)の給付が受けられる制度です。
※次の場合は申請対象外となります。ご注意ください。
　被災時に住宅を所有していなかった場合／賃貸にお住まいだった場合／消
　費税率５％で建築・購入または補修を行っている場合

相談内容　給付の可否、申請書の記入方法、必要書類、作成済み書類の確認等
　　　　　※会場では申請書の提出はできません。
　 問申・ 　住まいの復興給付金事務局コールセンター
　　　　　☎0120-250-460（フリーダイヤル）
　　　　　午前9時～午後5時（土日・祝日を含む）
　　		 問　市生活再建支援課（内線3955）

と　き ところ
8月26日（金）・27日（土）

午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前
9月23日（金）・24日（土）

相談あんない
相談

要予約

●「災害復興住宅融資」無料相談会
　住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）では、震災により被害を受けた方が、
住宅の再建・補修をするための融資（建設・購入の場合は当初5年間の金利
０％）について、相談会を行っています。
　また、地元金融機関の住宅ローンに関する相談も可能な場合があります。

問申・ 　住宅金融支援機構お客様コールセンター
　　　　☎0120-086-353（フリーダイヤル）
　　　			午前9時～午後5時（祝日を除く）
　		問　市生活再建支援課（内線3955）

と　き ところ
8月26日（金）・27日（土）
9月23日（金）・24日（土） 午前10時～午後4時 市役所5階市民サロン前
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「夏休み親子木工教室」参加者募集
　夏休みの思い出に、親子で背付プランターを作りませんか。
と　　き　8月20日（土）　午前9時～正午
と こ ろ　石巻地区森林組合内駐車場（大瓜字棚橋下待井65-1）
対　　象　小学生とその保護者
定　　員　親子40組（80人）[先着]
参 加 料　材料費500円（当日徴収）
持 ち 物　定規（30cm程度）、鉛筆、かなづち、のこぎり
　　　　　※用具のない方には貸し出します。
申込期限　8月18日（木）
申込方法　電話で申し込みください。
　 問申・ 　石巻地区森林組合　☎93-1711
　		　問　市農林課（内線3557）

募集

市総合体育館 トレーニング機器使用講習会

　トレーニング機器のリニューアルに伴い使用講習会を開催します。
と　き　8月27日(土)～31日（水）
　　　　①午前10時	②午後3時30分	③午後6時30分
※受付時間は講習会の30分前からとなります。
※28日（日）については①、②の時間のみとなります。
問　市総合体育館　☎95-8998

お知らせ

要電話予約

一般社会人向け講演会「人が輝く、地域が輝く」

　リッツカールトンホテル元支社長	高野	登氏が「おもてなし」「ホスピタリ
ティ」をキーワードに語る、働く人が輝く職場づくり、地域を輝かせる仕事の流
儀について講演会を開催します。
と　　き　８月２７日（土）　午後６時～８時（開場	午後５時３０分）
と こ ろ　石巻グランドホテル
対　　象　大学生、社会人
申込方法　氏名、住所、電話番号を記入の上、Ｅメールで申し込みください。
　 問申・ 　明光義塾	石巻・東松島エリア　☎83-6330
　		　　　	 	event@ohana-jp.com
　　		問　市商工課（内線3523）

お知らせ

要予約

　飼い犬のフンを回収しなかった場合、市の条例により指導・勧告の対象と
なります！
　散歩中のフン尿の始末は飼い主の責任です。尿を
洗い流せるよう水の入ったペットボトルや袋等を
携行し、回収後のフンは家庭のトイレ等で処理しま
しょう。
　また、他人の建物等への排尿は止めさせましょう。
周囲に迷惑をかけない、嫌な思いをさせないことが、最低限のマナーです。
問　環境課（内線3364）
　　	各総合支所市民生活課

愛犬家の皆さんへ
お知らせ

と　　き　9月24日（土）
　　　　　1回目	午前10時　2回目	午後1時30分
と こ ろ　東京エレクトロンホール宮城
料　　金　無料（要整理券）
申込方法　往復はがき往信裏面に①郵便番号・住所②氏名・年齢③電話番号

④希望公演時間（午前10時または午後1時30分）⑤人数（2人ま
で）⑥車椅子での来場（該当する方のみ）を記入して申し込みく
ださい。

　　　　　※応募は1人1通のみ（重複無効）
　　　　　※応募者多数の場合は抽選となります。
申込期限　8月19日（金）（必着）
　 問申・ 　〒983－8580　（住所不要）
　　　　　東北方面総監部広報室	音楽フェスティバル係　☎	022-231-1111
　　		問　市総務課（内線4037）	

陸上自衛隊東北方面隊創隊５６周年記念
音楽フェスティバルお知らせ

問　市商工課（内線3525）
問申 　㈱テレワーク1000スタッフ　☎0120-661-089（フリーダイヤル）

『石巻がんばっちゃテレワーカー』お仕事説明会
お知らせ

※お子さん連れでも参加できます。

　パソコンとインターネットがあれば、いつでも自宅で仕事ができます。
空いた時間を利用して働いてみませんか。

と　き ところ
第14回　8月19日（金） 午前10時～正午（受付開始	午前9時40分）

石巻中央公民館
3階第1講座室

第15回　8月19日（金）
午後2時～4時（受付開始	午後1時40分）第16回　8月31日（水）

第17回　9月15日（木）
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石巻市役所　〒986-8501　宮城県石巻市穀町14-1　　☎0225-95-1111　　FAX 0225-22-4995
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市役所☎95-1111　河北総合支所☎62-2111　雄勝総合支所☎57-2111　河南総合支所☎72-2111　桃生総合支所☎76-2111
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ぱしふぃっくびいなす歓迎ウェルカム
フェスタ2016 in Summerイベント

　大型客船「ぱしふぃっくびいなす」の石巻港寄港に合わせ、歓迎イベントを実
施します。
　当日は、石巻市・東松島市・女川町・松島町の２市２町の観光物産展や、各市町
のゆるキャラも登場します。
と　　 き　8月31日（水）　午前11時～午後6時　
と  こ  ろ　石巻港大手ふ頭
注意事項　船内見学会の募集は８月１９日（金）まで行っています。
　　　　　詳しくは市報８月１日号をご覧ください。
　 問申 　河川港湾室（内線5608・5609）

ツール・ド・東北2016
運営ボランティア（クルー）募集募集

と　　き　9月17日（土）・18日（日）
と こ ろ　石巻専修大学やコース、エイドステーション等
内　　容　参加者案内、交通誘導、エイドステーションの運営等
対　　象　15歳以上の方（業務により中学生（要保護者同伴）の参加も可能）
定　　員　約800人
申込方法　ツール・ド・東北2016公式サイトから申し込みください。
※詳細は、ツール・ド・東北2016公式サイトをご覧ください。
　 問申・ 　ツール・ド・東北事務局　☎0570-099-820
　　　　　ツール・ド・東北２０１６公式サイト
　　　　　URL	http://tourdetohoku.yahoo.co.jp
　　			問　市観光課（内線3532）

　市報8月1日号8ページ「乳幼児の健診・相談」中、対象地区「河北・雄勝・北
上」の「ところ」に記載漏れがありましたので、おわびして訂正します。

問　秘書広報課（内線4025・4784）

おわびと訂正

（正）
対象地区 健診・相談名 対　象 と　き 受付時間 ところ
河北
雄勝
北上

1歳児よちよち相談 H27年7月～8月生まれ 31日（水）13:00～13:15 河北総合センター
「ビッグバン」3歳児健診 H25年1月～2月生まれ 17日（水）12:30～12:45

お知らせ

石巻駅前第2駐輪場
閉鎖期間延長のお知らせ

　立体駐輪場の工事期間延長に伴い、石巻駅前第2駐輪場の閉鎖期間を9月
下旬まで延長します。
　ご不便をお掛けしますが、引き続き他の周辺公共駐輪場をご利用ください。

　問　石巻駅周辺整備プロジェクト推進室（内線5636）

第1駐輪場 ●駅前トイレ

JR石巻駅

第4 第5

至中里

至国道398号

●観光物産
　情報センター

第2駐輪場
（閉鎖中）

●交番

●市役所
●エスタ

市政教室の参加者募集

と　き 9月28日（水） 9月29日（木）
午前9時30分～午後4時 午前9時20分～午後4時

見学先

○脇谷洗堰・脇谷閘門
○桃生民俗資料館・天保の家
○桃生公民館
○道の駅上品の郷（昼食各自）
○河北（二子）団地（車窓見学）
○情報プラザ
○復興まちづくり情報交流館北上館
○釣石神社

○魚町津波避難タワー
○石巻魚市場
○東学校給食センター
○橋通りコモン（昼食各自）
○復興まちづくり情報交流館中央館
○石巻広域クリーンセンター
○（株）白謙蒲鉾門脇工場

集合
場所

①市役所５階市民サロン
　午前９時３０分
②総合運動公園内バス駐車場（南境）
　午前９時45分

①市役所５階市民サロン
　午前９時２０分
②総合運動公園内バス駐車場（南境）
　午前９時35分

募集

定　　員　各17人〔先着〕　※新規申し込みの方優先
参 加 費　無料（昼食は各自負担）
申込受付開始　8月18日（木）　午前8時30分（土日を除く）
注意事項　･お車でおいでの際は、総合運動公園内駐車場をご利用ください。

･悪天候等により、コース内容等が変更または中止になる場合が
あります。

　 問申・ 　秘書広報課（内線4022・4024）

要電話予約

お知らせ
友好都市萩市との交流

　川
かわむらまごべえ
村孫兵衛重

しげよしおう
吉翁出身の地で本年4月に本市と友好都市提携をした山口県

萩市から、萩市長はじめ萩市訪問団の皆さんが7月30日（土）からの3日間石巻
市に来訪しました。

　萩市から寄贈された市
の花「ツバキ」2本を、両市
の友好と発展を祈念して、
日和山公園内にある川村
孫兵衛重吉翁像の隣に植
樹しました。

萩市・石巻市友好都市
提携記念植樹式

　萩市訪問団の皆さんは、
川村孫兵衛翁墓前供養祭
および東日本大震災慰霊
祭等に出席しました。

川村孫兵衛翁墓前供養祭・
東日本大震災慰霊祭

　7月31日（日）の川開き祭
りでは、孫兵衛船競漕を見
学しました。
　東日本大震災で被災し
中断していた孫兵衛船競漕
は、昨年5年振りに復活しま
した。復活にあたっては、萩
市をはじめ、萩ロータリークラブ、萩東ロータリークラブからもご支援をいただ
いています。
　また、萩市訪問団の皆さんは川村孫兵衛重吉翁の御子孫が住職を務める、
桃生の香積寺を訪れ、川村孫兵衛重吉翁について説明を受けました。

孫兵衛船競漕

問　地域振興課（内線4246）


