気仙沼弁★ご当地かるた
絵札の画像大募集！！

ば

ば！ば！ば！の場
みんな

～ 皆 すて、絵札の写真撮ってみっぺし！～
【 協力 ： 気仙沼ケーブルネットワーク株式会社 】

大好きな気仙沼弁・気仙沼らしさを後世に残すべく、『気仙沼弁と気仙沼名物満載の、すんげぐおもしい
ご当地かるた』を作りましょう！先日、皆さまのご協力を頂き、お陰様で読み札が決まりました！！
ですので、今回は皆さんから絵札の画像を大募集します！！スマホで撮った写真でも OK です。
採用された読札・絵札の方には、なんと完成した気仙沼弁かるたをプレゼント☆
あなたの撮った写真がカルタの絵札になるかも？！皆さま是非ふるってご応募くださいね(*´∀｀*)ﾉ
【絵札について】読札(このチラシ裏面にあります)の内容に沿った内容の、ご自分で撮った縦長の写真(画像
データ)をメールでお送り下さい。いただいた画像データをイラスト風に画像処理・修正を加えた上で絵札に
採用いたします。
【画像データのサイズ】画像 1 枚につき、１MB 以上～２MB（推奨）。または、1,500×1,000 ピクセル程度。
【読み札募集期間】平成 31 年３月１日（金）～５月３１日（金）必着 【応募資格】日本国内在住の方
【応募方法・応募先】メールにて、住所・氏名・年齢（学年）
・電話番号、どの絵札分かを明記の上、規定
サイズ程度の画像データをお送りください。お一人様何枚でも結構ですが応募作品の返却は致しません。

(一社)気仙沼観光コンベンション協会かるた係
【問合せ】気仙沼観光コンベンション協会

メール： sato-kanko@k-macs.ne.jp

かるた担当：佐藤 TEL0226-22-4560

【選考・入選発表】『ば！ば！ば！プロジェクト』かるた部会が選考を行い、選考終了後、三陸新報の新聞
紙面や、『ば！ば！ば！プロジェクト』のホームページなどの WEB 上で発表し、採用された方には郵送で
ご連絡致します。
【特典】採用された方には、完成した『気仙沼弁★ご当地かるた』を進呈いたします。
【著作権】入選作品の発表や出版に関する著作権は『ば！ば！ば！プロジェクト』に帰属するものとします。

＼

みなさんのご応募お待ちしています！！

主催：ば！ば！ば！プロジェクト

／

URL:http://ba-pro.jp/

[あ] あがらいん おごごあっから お茶すっぺ

［玄関から上がって。漬物あるから、お茶しましょう］

[い] いずいっちゃ？ いずくらすいな そのズック
[う] うざねはぐ 一斉清掃 草集め

［何かちょっと変な感じで痛くない？窮屈そうだね、その運動靴］

［面倒臭いなぁって文句言いたくなる、市内一斉清掃の草刈りした後の草の片付け］

[え] 煙雲館 恋をすっぺし わげすたづ

［煙雲館 恋をしようよ 若い人達］

[お] お山がけ おどごわらすが たぐますぐ

［お山がけ 男の子が たくましく（育つように）］

[か] がおったや おらいの畑 広すぎで

[ぐったりと疲れたな うちの畑が 広すぎて]

[き] きどごろね してねでちゃんと 床さ行げ

[着所寝(布団以外でゴロ寝)してないで ちゃんと布団に行きなさい]

[く] くまんつぁん いねくてわがんね 気仙沼

[昔いた面倒見の良いお人好しみたいな人もいないとダメだよね、気仙沼には]

[け] けえちゃだぞ 間違えんすな めぇうっしょ

[逆さま、あべこべだよ。間違えないようにね、（服の）前後ろ]

[こ] ごんぼたれ むつけわらすも たがらもの

[気難しくて言う事を聞かない、すねてヘソを曲げる子供もみんな宝物]

[さ] 寒いすぺ？ 外はたっぺで つーるつる！

[寒いでしょ？外は道に氷が張っていてツルツルだよ！]

[し] してこびさ たんこぶだして なっぺつけろ

[おでこにたんこぶ作ったねぇ、唾つけておきなよ]

[す] ずんねぇごど ががさま来るまで 家まぶり

[えらいねぇ、お母さん来るまで お留守番]

[せ] せずねぇな 誰さ似だんだ このわらす

[うるさいなぁ、誰に似たんだろうねえ、この子は]

[そ] そうでがす あんだの言うごど まずげぇねぇ
[た] たんまげだ！ 深紅のつつじ 徳仙丈

[そうです、あなたの言うことは 間違いない。正しいよ]

[ビックリしたなあ！（東京ドーム 10 個分の広さの）深紅のつつじが咲く徳仙丈]

[ち] ちょすんでね やんべになるまで さんま焼き

[触ってダメだよ いい具合になるまで さんま焼きは。]

[つ] つぼけたけぇ おらいのばんつぁま すぐわがる
[て] てんでんこ 津波来っから まず逃げろ！
[と] 徒然だな もよう悪くて 寝で起ぎる

[声が高い うちのおばあさん すぐわかる]

[津波が来るから まず逃げなさい！みんな一緒でなく、バラバラに！]

[ヒマでやることがないなあ お天気も悪いから ちょっと昼寝する]

[な] なんぼでも カモシカ出てくる 安波山

[何頭でも いっぱい カモシカ出てくるよ 安波山]

[に] にしょっこを 消さねでけらぃん！おっかねの！
[ぬ] 塗ったぐる めんこいつもりが 白いばり

［天井の電灯のオレンジ色の電球消さないで！こわいの！］

[いっぱいお化粧塗ったって、可愛くなったつもりが 白いだけ]

[ね] ねぷてがら 早ぐ 寝山に行きましょう

[眠いから 早く 寝に行きましょう、寝る準備しましょう。]

[の] のっこりと 魚もらった おすばでだ！

[たくさん、どっさりと 魚をもらったなあ よし酒飲みのおつまみにしよう！]

[は] ば！なんと たかぐあがった 天旗だ

[わあ！なんと 高く揚がった 天旗（気仙沼の伝統的な凧）だ]

[ひ] 引き菜引き ナメタ煮付ける お年越（どすこす） [人参や大根を千切り状にしてお雑煮の準備して、ナメタガレイを煮付ける大晦日]
[ふ] 福来旗を振って 出船だ 気付けでね！

[福来旗を振って、出港を見送ろう。気を付けて行ってきてね！]

[へ] べごっこを 見さ あばいんや モ～ランド

［牛たちを 見に行きましょうよ モ～ランドへ］

[ほ] ホヤぼーや おらほの町の 人気者

[ホヤぼーや 私たちの町の 人気者]

[ま] まつぽいな 日の出きれいな 岩井崎

[まぶしいな 日の出がきれいな 岩井崎]

[み] みんなすて、おどらいん あんだも はまらいんや！ [みんなでね、おどりましょう！あなたも 仲間に入りましょう！]
[む] 昔はね、あったの ディスコと映画館。

[昔はね、気仙沼にもあったんだよ、ディスコと映画館。]

[め] メカジキを カレーさ入れて ししておぎ

[メカジキをカレーに入れて（おいしいから）一日おきに（でも食べましょう）]

[も] 餅まきだ、ごすもづ拾いだ、建前（たでめぇ）だ
[や] やらがすた！お湯こでほどり 屁たれだ！
[ゆ] ゆるぐねぇ 自転車こぎこぎ 化粧坂

[めでたい餅まきだ、お祝いの小餅を拾いに行こう、家の建前だ]
[やっちまった！お風呂のお湯であったまって おならしちゃったよ！]

[容易くないなあ 自転車こいでこいで 化粧坂]

[よ] よぐ来たね あがらい(ん)、ねまらい(ん)、まず飲まいん。
[ら] らづもねぇ でっけぇマグロ 揚がったど！

［よく来たね、家にあがって、座って、まず飲んでちょうだい。］

[めちゃくちゃ、とんでもない、大きいマグロ 揚がったってよ！]

[り] リズムよく マンボウサンバで はかはかど

[リズムよく マンボウサンバで 息が切れるくらい（踊りましょう）]

[る] ルンルンルン♬ 一緒に歩ぐべ 唐桑オルレ

[ルンルンルン♬ 一緒に歩こう 唐桑オルレ]

[れ] れろれろど 親父呑みすぎ 蒼天伝／水鳥記

[酔って舌が回らないくらい（美味い）親父が呑みすぎる 蒼天伝／水鳥記]

[ろ] ろくでなす！ わげなす！言われて 半世紀
[わ] わげすたづ 遊びさだいん 大島さ！

[ろくでなし！分からず屋！とか言われながらも 50 歳(まで育ったよ)]

[若い人達 遊びにおいで 大島へ！]

[ん] 「んだちゃね～」 井戸端会議 盛り上がる

[「そうだよね～」 井戸端会議 盛り上がる]

