『塩竈 ⇔ 浦戸諸島』を結ぶ
塩竈市営汽船
〜今年で就航70年〜
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浦戸の学校に通うまで市営汽船を利
用したことがなかったので、初めて乗
った時は、緊張で船酔いしてしまいま
した。毎日の通学で、この船を利用し
ています。眠くなる時もあるけれど、
友達とおしゃべりしたり、「船勉」と
いって、船の中で自習したり、楽しい
時間を過ごしています。
船に乗っていると、海がきれいな時
があって、心がリラックスできます。
帰りの船では、夕焼けや満月が見える
ときもあり、すごくきれいです。

市営汽船業務に23年間携わりまし
た。船員当時、浦戸のおばあさんに
「あんだが乗っていると安心だ」と言
われたことが、私の勲章です。昔は船
が小型だったこともあり、海水浴や潮
干狩りシーズンは、船内も大勢のお客
さんで賑わいました。満員で次の便ま
でお待ちいただくこともあり、申し訳
なく思ったものです。
市営汽船は「塩竈と浦戸諸島」を結
ぶ唯一のローカル線だと思っています。
乗船した人が「ホッ」と安心できるよ
うな運航をこれからも続けて欲しいで
す。

元市営汽船船員

宏明さん
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東日本大震災での役割

東日本大震災では浦戸諸島は壊
滅的な被害を受け︑市内との輸送
手段も断たれた状態となりました︒
幸い︑船員︑船舶に被害はなく︑
発災から２週間後の３月 日︑市
石浜﹂間︑１日
営汽船は﹁塩竈 ―
２往復で運航を再開しました︒６
朴島﹂の全区間
月には︑﹁塩竈 ―
で運航を再開︒浦戸諸島へのボラ
ンティアや復旧作業員︑生活必需
品や工事関係物資などを運び︑生
活航路としての役割を果たしまし
た︒

浦戸住民の生活の足・
観光客の足として
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鈴木
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昭和 年に海上交通事業をスタ
ートして 年︒市営汽船は︑年間
約 万人の人たちが利用していま
す︒
平成 年 月には︑最終便︵塩
竈発 時︶の延長を求める声に応
じて︑毎週金曜日に﹁ウイークエ
ンド特別便 塩( 竈発 時 分便 ﹂)
を運航し︑船の利用者の利便性向
上に取り組んできました︒
今後も︑浦戸住民や観光客の足
として︑また︑﹁塩竈と浦戸諸
島﹂を結ぶ海上交通の要として︑
市営汽船は︑３６５日︑休まず安
全運航し続けます︒

塩竈と浦戸諸島を結ぶ「ローカル線」

小野寺百花さん

10

問 浦戸振興課☎３６１ ―
７７１０
浦戸諸島開発総合センター
☎３６９ ―
２２４０

船の中で「船勉」しています

浦戸中学校(3年)
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▲旧市営汽船事務所と待合室

18
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▲昭和25年に建造されたトイ
レ付き旅客船「すわん丸」

15

18

市営汽船の歴史
19

塩竈市営汽船は昭和 年︑市が
民間業者 航路を買収し︑船舶
隻︑職員 人体制で事業を開始し
ました︒
昭和 年には︑海上交通に加え︑
観光交通事業も行うようになり︑
湾内初の２階建トイレ付豪華客船
﹁すわん丸﹂︵左記写真上︶を建
造︒進水披露には関係者３００人
が︑﹁海の女王﹂の誕生を祝いま
した︒
昭和 年︑ 年間続いた松島航
路を廃止し︑観光交通事業に終止
符をうち︑浦戸住民の利便性を考
え︑観光船はすべて生活必需品積
載用の貨物船に改造し︑昭和 ・
年には市営汽船初の鉄鋼船﹁第
２うらと丸﹂﹁すわん丸﹂を建造
しました︒
また︑昭和 年には現在のマリ
ンゲート西側駐車場の一角に木造
モルタル２階建て事務所と待合室
︵左記写真下︶も完成し︑多くの
乗船客で賑いました︒
平成８年７月﹁マリンゲート塩
釜﹂落成と同時に事務所などが同
施設内に移転し︑旧事務所は取り
壊しとなりました︒
46

市営汽船でGO！『浦戸プチ旅』8月イベント情報
４年ぶりに復活!!

桂島海水浴場オープン

桂島夏祭り花火大会〜みんなの思いはひとつ〜

震災の影響により開設が見送られていた浦戸桂島海
水浴場がついに再開！ゆったりとした時間の流れる島
での海水浴をお楽しみください。
開設期間 ８月17日㈰まで
遊泳時間 9:00〜16:00
施設設備 トイレ・シャワー
売店・脱衣所・休憩所
交
通 桂島下船。桂島漁港から徒歩10分
問 塩竈観光物産案内所 ☎362-2525

塩竈浦戸

ぜひ、お越しください。
と き 8月13日㈬小雨決行
（雨天時8/15）

16:00 お祭り開始(出店オープン)
20:20 花火大会開始
臨時便運航案内
出航時間（行）塩竈発 18:30
（帰）桂島発 21:00
※塩竈発15:30、18:00の定期便もご利用ください。

乗船場所 マリンゲート塩釜１番のりば
乗 船 料 桂島（往復:1,000円 片道:500円）
小学生以下無料
申込方法 電話・ファックス・メールで申し込み。
（住所、氏名、電話番号、乗船希望人数、
往復か復路か別をお知らせください）
申込締切 8月8日㈮
申 込 先 浦戸振興課☎361-7710 FAX362-1591
E-mail urato@city.shiogama.miyagi.jp

プチのりフェスティバル

浦戸特産の海苔を中心に、「食・音・アート」が織
りなすノリノリなフェスティバルです。
と
き 8月24日㈰ 10:15〜
と こ ろ 浦戸諸島開発総合センター(野々島)
内
容 のりのりダンス、チャリティ「のり料理」ほか
交
通 野々島下船
問 浦戸のりフェスティバル実行委員会 ☎080-5738-5856

野々島共和会「盆踊り・花火大会」について

同居湾〜2013浦戸諸島〜「喜多直人写真展」

８月14日㈭、野々島では今年も地域産業の再生・
復興の思いをこめて「野々島盆踊り・花火大会」を
実施します。
震災から３年が過ぎた今、港などの護岸工事など、
少しずつですが着実に復旧してきています。しかし
ながら、見物されるみなさんの安全を確保できる状
況にはないため、今年も地域住民だけの「盆踊り・
花火大会」となりますことをご理解ください。

種船の船長 喜多直人さんが、
浦戸諸島を中心に島の人々と交
流しながら撮りためてきた写真
の作品展。※入場無料
期
間 9月28日㈰まで
と こ ろ 浦戸諸島開発総合センター内
「うらとラウンジ 菜の花 」
問 浦戸諸島開発総合センター ☎369-2240

問 野々島共和会 遠藤 ☎369-2424

市営汽船時刻表（平成26年4月4日現在）

市営汽船70周年記念「ゆるキャラ丸」登場!!
市営汽船「しおじ（64トン・定員260人）」
にラッピングを施した、「Friend Ship！ゆるキ
ャラ丸」がこの夏（7月20日〜）登場!!
船体には、本市の「ゆるキャラ」や復旧・復興
業務で応援いただいている11自治体のかわいい
「キャラクター」が描かれています。浦戸観光の
思い出に、ぜひご乗船ください。「ゆるキャラ
丸」の運航時間などについては、浦戸振興課（市
営汽船係）
までお尋ね
ください。

▲22種類の「ゆるキャラ」をラッピング

問 浦戸振興課 ☎361-7710
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下り便（塩竈発⇒朴島行）

上り便（朴島発⇒塩竈行）

塩竈発 桂島 野々島 石浜 寒風沢 朴島着 便 朴島発 寒風沢 石浜 野々島 桂島 塩竈着
塩竈から 500円 550円 550円 600円 600円 運賃 朴島から 100円 200円 200円 200円 600円
*5:45

*6:20
8:01

*6:00 *6:08 *6:18

*6:23 *6:31 *6:54

8:09 2

6:45

6:53

7:03

7:08

7:16

7:39

8:15

8:23

8:33

8:38

8:46

9:09

7:15

7:38

9:30

9:53 10:01 10:06 10:16 10:24 3

7:46

7:51

*6:42 1

◆11:00 ◆11:23 ◆11:31 ◆11:36 ◆11:46 ◆11:54 4

10:50 10:58 11:08 11:13 11:21 11:44

13:00 13:23 13:31 13:36 13:46 13:54 5 ◆12:10 ◆12:18 ◆12:28 ◆12:33 ◆12:41 ◆13:04
15:30 15:53 16:01 16:06 16:16 16:24 6

14:00 14:08 14:18 14:23 14:31 14:54

18:00 18:23 18:31 18:36 18:46 18:54 7

16:30 16:38 16:48 16:53 17:01 17:24

◇19:30 ◇19:50 ◇19:55 ◇19:58 ◇20:05 ◇20:10 8 ★18:55

（直行便）

★19:25

＊印：日曜日、祝日、8/14〜8/16、12/31〜1/3は運休
◆印：4〜9月の土曜日・日曜日・祝日と春分・秋分の日、12/30〜1/3に運
航。ただし、7/20〜8/16の期間は毎日運航
★印：火曜日、金曜日のみ運航。朴島〜塩竈間の直行便。ただし、祝日、8/14
〜8/16、12/31〜1/3は運休
◇印：平成26年4月4日〜平成27年3月31日の金曜日のみ運航。ただし、祝日、
8/14〜8/16、12/31〜1/3は運休
下り８便については、小型船舶使用により運航時間を短縮しております。

