
新しいことに 
チャレンジ！ 

令和４年度 気仙沼市勤労青少年ホーム「サン・パル」 

 
※令和４年４月時点の予定であり、内容等が変更になる場合がありますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※ 講座参加には、気仙沼市勤労青少年ホーム「サン・パル」の登録が必須となります。 

※ 定員・持ち物・参加費等詳しい内容については、各講座開催日 1ヶ月前の受付開始に合わせ、チラシで詳細をお知らせいたします。 

特に記載がない場合、男女問わず参加が可能です。基本的にはお子様連れでの参加はお断りしておりますが、参加可能なものは事前にお知らせします。 

講座開催が近くなりましたら、フェイスブックやチラシで詳細をお知らせします。１回でも連続でも、お気軽にお申込みください。 

 

利用登録資格 ： 原則として気仙沼市内に在住または勤務している５０歳以下の方   

     （定員に満たない場合は、５０歳以上の方でも参加できることがありますので、お気軽にお問い合わせください。） 

① 受講したい講座を選んで、電話またはメールで予約してください。 ★各講座、定員になり次第締め切らせていただきます。   

② 当日は時間に遅れないようにご参加ください。  ★受講時の持ち物をご確認ください。                    

★参加費・材料費は当日の講座時にお支払いください。                                         

★キャンセルの場合は、材料費を頂戴する場合もありますので、ご了承ください。                       
 

№７ 背骨コンディショニング 講座 

開催日 ①7/7(木) ②8/4(木) ③9/1(木) 

会場 2 階 軽運動室   時間 19 時～21 時 

講師 菊地 久美子 氏  

内容 セルフ体操   

№２ 煎茶道 講座 

開催日①5/13(金)②5/20(金)③5/27(金)    

会場 ３階 和室  時間 19 時～21 時 

講師 大和田 仙舟 氏  

内容 煎茶道の学び  

№8 音楽スタジオ活用 講座 

開催日 ①7/14（木) ②9/13(火) 

 ③10/4(火) ④12/6(火)  

会場 3 階 音楽スタジオ  時間 19 時～21 時 

講師 髙橋 道紀 氏  

内容 ドラムやギターを体験 

№13 マーシャルアーツ 講座  

開催日①10/25(火)②11/22(火)③12/20(火) 

会場 2 階 軽運動室  時間 19 時～21 時 

講師 冨田 夕子 氏   

内容 キック・パンチの基本動作での有酸素運動  

№３ いけばな 講座  

開催日①6/7(火) ②6/14(火) ③6/21(火) 

会場 ３階 和室  時間 19 時～21 時 

講師 小野寺 由美子 氏  

内容 アレンジいけばな  

№９ ヨガ 講座  

開催日①7/21(木)②7/28（木）③8/18(木) 

 ④8/25(木)⑤9/8(木) ⑥9/15(木)  

会場 ２階 軽運動室  時間 19 時～21 時 

講師 千葉 瑠美子 氏 

内容 お家ヨガ    

№14 気功 講座  

開催日 ①11/10(木) ②11/17 (木) 

会場 3 階 研修室  時間 19 時～21 時 

講師 後藤 美穂 氏  

内容 初歩的な気功の学び 

№４ バルーンアート 講座 

開催日①6/9(木) ②9/29(木) 

③12/15(木) ④2/9 (木)  

会場 ３階 研修室   時間 19 時～21 時 

講師 及川 孝 氏   

内容 バルーンアート制作 

   

№10 パワーヨガ 講座  

開催日 ①7/26(火) ②8/30(火) ③9/27(火) 

会場 2 階 軽運動室   時間 19 時～21 時 

講師 冨田 夕子 氏 

内容 太陽礼拝・立位のポーズ・瞑想 

№15 大人ダンス 講座  

開催日 ①11/11(金) ②11/18(金)  

③12/2(金) ④12/9(金) 

会場 ２階 軽運動室 時間 19 時～21 時 

講師 渡辺 修司 氏 

内容 楽しく体を動かすダンス 

№５ 茶道 講座  

開催日①6/13(月)②6/20(月)③6/27(月) 

会場 中央公民館 和室 時間 19 時～21 時  

講師 梶原 宗恭 氏  

内容 気軽に茶の湯の作法に触れる 

№11 美文字 講座   

開催日 ①10/6(木) ②10/20(木) 

会場 ３階 研修室  時間 19 時～21 時 

講師 茂木 絢水 氏 

内容 身近な文字練習 

№16 からだの学び舎 講座 

開催日①11/1(火)②11/8(火)③11/15 (火) 

会場 ３階 研修室  時間 19 時～21 時 

講師 大森 美和 氏 

内容 自分自身のカラダの学び 

№６ きもの着方 講座  （女性限定）  

開催日①6/16(木)②6/23(木)③6/30(木)                         

会場 ３階 和室   時間 19 時～21 時 

講師 小野寺 郁代 氏    

内容 きものの着方実践とお話 

№17 粘土細工 講座  

開催日①1/19(木) ②1/24(火) 

会場 ３階 研修室  時間 19 時～21 時 

講師 小野寺 容子 氏 

内容 粘土細工の多肉植物をアート創作 

注意事項   

・参加希望者は講座開催日 1 ヵ月からの受付となります。 

・詳しい内容については各講座のチラシをご確認ください。  

 

講座は、すべて平日の「１９時から 21 時

まで」の開催予定です。 

変更がある場合には、チラシ、市広報、

市ホームページ等でお知らせします。 

№１ エアロビクス 講座 

開催日①4/26(火)②5/24(火) ③6/28(火)  

会場 2 階 軽運動室   時間 19 時～21 時 

講師 冨田 夕子 氏 

内容 有酸素運動・筋トレ・ストレッチ 

№12 リンパマッサージ 講座   

開催日 ①10/13（木） ②10/18(火) 

会場 ３階 研修室  時間 19 時～21 時 

講師 後藤 美穂 氏  

内容 顔・首のリンパマッサージ 

お問合せ・お申込み 
気仙沼市産業部産業戦略課 
（気仙沼市八日町１丁目１－１） 

電話 ０２２６－２２－３４３６ 
FAX ０２２６－２４－１２２６ 

受付時間 8： 30～ 17： 15 

（土日・祝日を除く） 

メール k-home@kesennuma.miyagi.jp 



 

                                                          

                                                          

                                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

勤労青少年ホームは、働く若者の皆さんが日々の生活を充実して過ごせるよう作られた施設です。知識や教養を身につけるための各種講座の開催や 

趣味のサークル活動のバックアップをしています。 

 令和３年度は約２８０人が登録し、講座・サークル合わせて述べ１，５００人以上にご利用いただきました！ 

 

 登録資格：気仙沼市内に在住または勤務している５０歳以下の方 

 ・求職中の方も含みます。利用登録していただくことで、講座受講や施設利用ができます。 

  （同時にサン・パル利用者会へも加入いただきます。会費は無料です。） 

 ・気仙沼クルーカードをお持ちの方はご持参ください。    

 

気仙沼市勤労青少年ホーム「サン・パル」では、研修室・音楽室・和室・軽運動室で活動したいサークルの登録を受け付けています。 

 

サークル登録 

 

 サークル条件：会員５人以上で組織するサークル 

  サークル活動でサン・パルの施設を利用する場合、別途サークル登録が必要です。 

趣味のサークルであれば、種類は問いません。 

  令和３年度は、バスケットボール、ソフトバレーボール、バンド、アカペラ、着物 

  の着付け、ｅスポーツなどのサークルが登録・活動していました。 

 

  使 用 料 

 

 登録サークルが、事前予約をして活動する場合は、施設使用料及び駐車料金（１階 

 駐車場・市営観光駐車場）は無料となります。 

 ※ 一般の貸館として使用される場合の施設・駐車場使用は有料となります。 

                      

 

名  称 ： 気仙沼市勤労青少年ホーム「サン・パル」 

                          
                      所 在 地 ： 気仙沼市南町海岸１番 11号 

                              まち・ひと・しごと交流プラザ内 

  

                                          施  設 ： 研修室１・２、和室、音楽スタジオ、 

                              軽運動室、更衣室 

 

開館時間 ： 午前９時から午後９時まで 

（12/29～１/３は休館） 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サークル活動をするためには手続きが必要となります。 

「今活動しているサークルを登録したいなぁ…」 

「新しくサークルを立ち上げて活動したいなぁ…」 

などとお考えの場合は、お気軽にご相談ください！ 

また、今活動しているサークルを見学したい場合も 

ご相談ください！ 

 

まち・ひと・しごと 

交流プラザ 

軽運動室（246 ㎡） 

用途：３×３、バドミントン、ソフトバレー 等 
※更衣室併設 
 
 
 
 
 
 

研修室１（28 ㎡） 研修室２（31 ㎡） 

備品：プロジェクター、スクリーン 
※２部屋繋げての利用も可能 
 
 
 

和室（31 ㎡） 

備品：座卓、デスク、座布団 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

音楽スタジオ（60 ㎡） 
備品：アップライトピアノ、音響機材 
 

お申込み・お問合せ先 

 気仙沼市産業部産業戦略課 

  〒988-8501 気仙沼市八日町１丁目１－１（市役所ワン・テン庁舎内） 

  TEL 0226-22-3436  FAX 0226-24-1226 

  E-MAIL k-home@kesennuma.miyagi.jp 

 受付時間：8時 30分から 17時 15分まで（土日・祝日を除く） 

※備品についてなど、詳しくはお問合せください。 施設写真提供： かとうまさゆき写真事務所 

多種多様な 

サークル団体が 

登録・活動中！ 

 勤労青少年ホーム 

Facebook 

内湾 

「迎」 

「結」 

「拓」 

紫神社前
商店街 

リアス調理
専門学校 

気仙沼 
信金 

七十七 
銀行 

K-port 

市営駐車場 

（３時間無料） 

 


