
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

研修室１（28㎡） 研修室２（31㎡） 

 プロジェクター、スクリーン有り 

 用途によって２部屋を繋げて利用することも可能 

  

音楽スタジオ（60㎡） 

 アップライトピアノや音響機材など有り 

 ※詳しくはお問い合わせください 

和室（31㎡） 

 座卓、デスク、座布団有り 

  

 

お問合せ・お申込み先 

 気仙沼市産業部商工課 

（気仙沼市八日町１丁目１－１） 

 TEL 0226-22-3436 

 FAX 0226-24-1226 

 受付時間：8時30分から17時15分まで 

        （土日・祝日を除く） 

 メール  k-home@kesennuma.miyagi.jp 
 

利用サークル募集中 

 勤労青少年ホームでは、利用者５人以上で 

構成するサークルも募集しています！ 

 趣味のサークルであれば種類は問いません。  

「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…」 

とお考えの場合は、お気軽にご相談ください！ 

施 設 概 要 

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） 
  

軽運動室（246㎡） 

 ３×３、バドミントン、ソフトバレーボールに対応 

 ※更衣室併設 

平成31年度 

利 用 登 録 者 募 集 中 !! 

施設写真提供： かとうまさゆき写真事務所 

 気仙沼市勤労青少年ホーム「サン・パル」は、働く若者の皆さんが日々の生活を充実して

過ごせるように作られた施設で、社会人としての教養を身につけたり、余暇を楽しく過ごすた

めの各種講座の開催や、趣味のサークル活動のお手伝いをしています。 

 「サン・パル」に利用登録することで各種講座が受講できるほか、サークル活動の際には無

料で施設を利用することもでき、スキルアップや趣味の充実だけでなく、学生時代からの友人

や職場の友人とは違う「新しい仲間との出会い」につながり、友情の輪も広げられます。 

 皆さんも楽しく自分磨き＆スキルアップ＆仲間作りしませんか？ 
 

気仙沼市勤労青少年ホーム「サン・パル」 

まち・ひと・しごと 
交流プラザ 

ＦＢでも情報発信中！ 



男の筋トレ入門講座～１０回シリーズ～ 季節の生花 ポーセラーツ講座 しめ縄リース作り講座

①　５/２３（木） ②　６/２０（木） ③　７/１８（木） ④　８/２２（木） ⑤　９/１９（木） ①　６/　４（火） ②　６/１８（火） ③　９/１１（水） ④　９/２４（火） Ⅰ期 ①  ８月　７日（水） ②　８月３０日（金）　 ①１２月　９日（月）

⑥１０/１７（木） ⑦１１/２１（木） ⑧１２/１９（木） ⑨　１/３０（木） ⑩　２/２７（木） ⑤１２/１１（水） ⑥１２/２７（金） Ⅱ期 ①１１月　６日（水） ②１１月２９日（金） ②１２月１８日（水）

　　全日とも１９：００～２１：００ 　　全日とも１９：００～２１：００ 全日とも１９：００～２１：００ 両日とも１９：００～２１：００

講　師　： 講　師　： 講　師　： 講　師　：

会　場　： 会　場　： 会　場　： 会　場　：

内　容　： 　毎日継続でき、効果が見込める筋トレメニューを教わります 内　容　： 内　容　： 内　容　：

参加料　： 花材費　： 材料費　： 　Ⅰ期：マグカップor茶碗・Ⅱ期：クリスマス大判プレート 参加費　：

対象者　： 定　員　： 　各１５名 定　員　： 定　員　： 　先着１０名

定　員　： 持ち物　： 　花バサミ 持ち物　： 持ち物　：

持ち物　：

フィットネス講座～１０回シリーズ～ ハーバリウム講座 料理講座Ⅰ　　～中華料理編～ 珈琲の淹れ方講座

①　５/　９（木） ②　６/　６（木） ③　７/　４（木） ④　８/　１（木） ⑤　９/　５（木） ①　６月　８日（土）　１０：００～１２：００ ①　８月　６日（火）　１８：００～２１：００

⑥１０/　３（木） ⑦１１/　７（木） ⑧１２/　５（木） ⑨　１/１６（木） ⑩　２/１３（木） ②　６月３０日（日）　１３：３０～１５：００ ②　８月２４日（土）　１０：００～１３：００

　　全日とも１９：００～２１：００ １９：００～２１：００

講　師　： 講　師　： 講　師　： 講　師　：

会　場　： 会　場　： 会　場　： 会　場　：

内　容　： 内　容　： 　鑑賞目的で製作するガラス瓶入りのインテリアです 内　容　： 内　容　：

参加料　： 材料費　： 材料費　： 参加費　：

定　員　： 　１５名 　※瓶の大きさや、花の量によって値段が変わります 定　員　： 　各１５名 定　員　： 　１５名

持ち物　： 定　員　： 　１０名 持ち物　： 持ち物　：

持ち物　： 　ハサミ

焼き菓子作り講座 浴衣の着付け講座～３回シリーズ～ 料理講座Ⅱ　　～旬の魚を使った料理編～ テーブルマナー講座

Ⅰ期 ①　５月１９日（日） ②　５月２５日（土） ①　７月１１日（木） ①１０月　８日（火）　１８：００～２１：００

Ⅱ期 ①　９月１５日（日） ②　９月２１日（土） ②　７月１７日（水） ②１０月１９日（土）　１０：００～１３：００

全日とも１３：３０～１６：００ ③　７月２６日（金） 全日とも１９：００～２１：００ １９：００～２１：００

講　師　： 講　師　： 講　師　： 講　師　：

会　場　： 会　場　： 会　場　： 会　場　：

内　容　： 内　容　： 内　容　： 内　容　：

　※　Ⅰ期・Ⅱ期ともに①と②は同内容です。 受講料　： 材料費　：

材料費　： 　５００円から８００円程度 対象者　： 定　員　： 　各１５名 受講料　：

定　員　： 　各１５名程度 　※１回から参加できますが、３回続けての受講をおすすめします！ 持ち物　： 定　員　： ２０名

持ち物　： 　エプロン・三角巾・ハンドタオル・持ち帰り用容器【ラップなど】 定　員　： 持ち物　： 筆記用具

持ち物　：

ハンドメイド雑貨講座 フラワーアレンジメント さをり織り体験講座 アロマクリーム作り＆ハンドマッサージ講座

①　５月１５日（水） Ⅰ期 ①　７月　５日（金） ①１１月１３日（水） ①　２月　４日（火）

②　５月３１日（金） Ⅱ期 ③１０月　４日（金） ②１１月２０日（水） ②　２月２０日（木）

　　両日とも１９：００～２１：００ 　　全日とも１９：００～２１：００ 両日とも１９：００～２１：００ 全日とも１９：００～２１：００

講　師　： 講　師　： 講　師　： 講　師　：

会　場　： 会　場　： 会　場　： 会　場　：

内　容　： 　気仙沼から生まれたハンドメイドアクセサリー作り 内　容　： 内　容　： 内　容　：

材料費　： 材料費　：

材料費　： 定　員　： 　各１０名 定　員　： 　各６名 材料費　：

定　員　： 　各１０名 持ち物　： 持ち物　： 定　員　： 　各１０名

持ち物　： 　フェイスタオル・筆記用具

アロマヨガ講座 リンパマッサージ講座　～マイナス５歳若返り～ クリスマス料理講座 フェイクグリーン　アレンジ講座

①　５/１３（月） ②　５/３０（木） ③　６/１１（火） ④　６/２８（金） ①　７月　８日（月） ①１２月　３日（火）　１８：００～２１：００

⑤　９/　９（月） ⑥　９/２６（木） ⑦１０/　９（水） ⑧１０/２９（火） ②　７月２４日（水） ②１２月１４日（土）　１０：００～１３：００

　　全日とも１９：００～２１：００ 　　両日とも１９：００～２１：００

講　師　： 講　師　： 講　師　： 講　師　：

会　場　： 会　場　： 会　場　： 会　場　：

内　容　： 内　容　： 内　容　： 内　容　： 　人口観葉植物を使って、可愛いインテリアを作ります

受講料　： 受講料　： 材料費　： 受講料　：

定　員　： 　各２５名 対象者　： 　男女 定　員　： 　各１５名 定　員　： 　各１０名

持ち物　： 定　員　： 持ち物　：

持ち物　：

　３F　研修室

　１，５００円程度

　好みのアロマの香を選んでオリジナルのクリーム作り＆ハンドマッサー
ジのやり方を教わります

　３F　研修室

　１，０００円

　小野寺　あすか　氏　（Life　Factory）

　プロが手ほどき！ハンドドリップを楽しむ

食事マナーを教えていただきながら、美味しいお料理とソムリエの話を
楽しむ

　筆記用具

エトワアル

４，３２０円

小野寺　　　氏　　

【２月開催予定】

　エプロン・三角巾・ハンドタオル

　上野　由紀江　氏

　中央公民館　調理実習室

　クリスマスレシピで、料理の基本を学びます

　５００円程度

　畠山　和絵　氏　（畠良薬局）

　エプロン・三角巾・ハンドタオル

　エプロン・三角巾・ハンドタオル

　岡野　優　氏　　（meri-kukka）

　３F　研修室

　１，０００程度

【1月開催予定】

　アンカーコーヒー　上野　由紀江　氏

　３F　研修室　中央公民館　調理実習室

　ちょい辛！中華料理の基本を学びます

　５００円程度

　山岸　由美　氏　　（さをり織り工房わい）

　中央公民館　調理実習室

　魚の裁き方・和食料理の基本を学びます

　５００円程度

　上野　由紀江　氏

　３F　研修室

　筆記用具

　さをり織りを体感して頂きます

　１，５００円程度　３，５００円程度

②　７月２３日（火）

　小野寺　千恵　氏　（花香園）

　３F　研修室

　フラワーデザインの基礎を学びます

　無料

　女性限定！

　後藤　美穂　氏

　３F　研修室

　１０名程度

　浴衣・半幅帯・肌着・腰紐（３本）・タオル（３本）

　花バサミ

　ハサミ・ホチキス（※グルーガンをお持ちの方はご持参ください。）

　おしゃれな、しめ縄リースを作ります

　１，５００円～２，０００円（材料費）

　各１５名

　工作用ハサミ・筆記用具

※ 作品の引渡しは、焼き上がりの都合上２週間後になりますのでご了承ください。

　三浦　夏須美　氏（気仙沼Harbor-Riumエルフリーデ）

　３F　研修室

　浴衣の着方・基本の帯の結び方

　白幡　和美　氏

　３Ｆ　和室

　１，０００円～１，５００円

　２Ｆ　軽運動室

　無料

　アロマオイルで芳香浴をしながらヨガを行います

　動きやすい服装・飲み物・ヨガマット・汗拭きタオル

　無料

　手軽に実践できる、フェイスマッサージを教わります

　各１０名

　マッサージクリーム・乳液・化粧水・フェイスタオル・卓上ミラー

【３月開催予定】

　千葉　瑠美子　氏

　※①と②は同内容です。

　１，５００円程度

　畠山　豊葉　氏

　３Ｆ　和室

　１，３５０円

　基本花型・自由花型を活けます

④１０月２３日（水）

　冨田　夕子氏

　１５名

　２Ｆ　軽運動室

　エアロビ・有酸素運動

　２Ｆ　軽運動室

　無料

　冨田　夕子氏

　男性　※１回から参加できますが、できるだけ継続しての受講をおすすめします！

　ヨガマット、飲料水、汗拭きタオル、室内シューズ、動きやすい服装
　でお願い致します

　ヨガマット、飲料水、汗拭きタオル、室内シューズ、動きやすい服装
　でお願い致します

　無料

　３F　研修室

　ケーキ・洋菓子を基礎から学びます

　aqua　labo　kesennuma　　菅原　理香　氏

　シュガーデイジーMORI　守　まゆみ　氏

　中央公民館　調理実習室

　シール感覚で使える転写紙で陶器やガラスに自由にデザインできます。

　及川　絵美　氏

　３F　研修室

000 開催日時 

時間厳守！ 

当日のキャンセルは 
材料費を頂きます 

当日のキャンセルは 
材料費を頂きます 

当日のキャンセルは 
材料費を頂きます 

当日キャンセルの場合は、 
翌日花を取りに来て頂き、 
その際に花代を頂きます 

当日のキャンセルは 
材料費を頂きます 

000 開催日時 

№２ 

№３ 

000 開催日時 

№４ 

000 開催日時 

№５ 

000 開催日時 

000 開催日時 

№７ 

000 開催日時 

№８ 

000 開催日時 

№９ 

000 開催日時 

№10 

000 開催日時 

№１ №６ 

当日キャンセルの場合は、 
翌日花を取りに来て頂き、 
その際に花代を頂きます 

000 開催日時 

№11 

当日のキャンセルは 
材料費を頂きます 

000 開催日時 

№12 

000 開催日時 

№13 

000 開催日時 

№14 

000 開催日時 

№15 

当日のキャンセルは 
材料費を頂きます 

当日のキャンセルは 
材料費を頂きます 

000 開催日時 

№16 

000 開催日時 

№17 

000 開催日時 

№18 

000 開催日時 

№19 

000 開催日時 

№20 

 利用登録資格：気仙沼市内に在住または勤務している５０歳以下の方 
  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。 
   ★ 当日のキャンセルは、材料費を頂戴する場合もありますので、ご了承ください。 

 お問合せ・お申込み先 
 気仙沼市産業部商工課 
 （気仙沼市八日町１丁目１－１） 
 TEL ０２２６－２２－３４３６ 
 FAX ０２２６－２４－１２２６ 
 受付時間：8時30分から17時15分まで 
      （土日・祝日を除く） 
 メール k-home@kesennuma.miyagi.jp 

気仙沼市勤労青少年ホーム「サン・パル」 
●予約受付開始● 
各講座開催日の 
１ヶ月前から 講 座 開 催 予 定 

※平成31年４月時点の予定であり．内容等が変更となる場合がありますのでご了承ください。 


