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 今回の Katari Bar１７では、休日の過ごし方をテーマに、色々な気仙沼での遊び方、

楽しみ方を語らいたいと思います。 

普段、自分たちと同世代の人たちが、どんなことをしているのか、その世代である自

分たちでも分からないことはたくさんあります。やりたいことが見つけられずに居る人

もいるかもしれません。 

そのため事前調査として、表記のアンケートを行いました。 

色々な人が持っている「楽しみ」や「面白いこと」、「いつもの集合場所」など生活の一

部や夢など、今やっていることだけではなくこれからやってみたいと思っていること等も

含め、この街でできるたくさんの面白いことを語り、互いに発掘していきたいと思って

います。 

 それでは、以下アンケート結果をご参考にして、有意義な時間の過ごし方を考えてい

きたいと思います。 

 

 

 

構 成 ： 全 １１２名 の皆様から、アンケートをご協力頂きました。 ありがとうございます。 

 

比 率 ； 男性６１名、女性５１名と、おおよそ半分ずつになっています。 

 

 全体 10 代 20 代 30 代 40 代 その他 

男性 61(54%) 3(3%) 19(17%) 30(27%) 4(4%) 5(4%) 

女性 51(46%) 0(0%) 15(13%) 26(23%) 6(6%) 4(4%) 

計 112(100%) 3(3%) 34(30%) 56(50%) 10(9%) 9(8%) 

 

 

 



・現実→理想 の推移 

 

前半（問１～３）と後半（問４～６）は、それぞれ同じ問いに『○○していますか？（現在）』と『○○

したいですか？（理想）』の形で比較するように設問されました。 

現在と未来について、現状と理想を比較するものとして数字を追ってみたいと思います。 

 

⊿ あなたは主に 『『『『誰誰誰誰とととと過過過過ごしてごしてごしてごして』』』』 いますか？ 

問問問問１１１１    あなたは休日を主に誰と過ごし 

ていますかていますかていますかていますか？？？？ 

 

問問問問４４４４    あなたは休日を主に誰と過ごし 

たいですかたいですかたいですかたいですか？？？？ 

 

設問 

「誰と過ご…」 

問問問問１１１１（現実） 

『している』 

問問問問４４４４（理想） 

『したい』 

A １人 28 (25％) 17 (16％) 

B 友人、恋人 31 (28％) 60 (55％) 

C 家族 50 (45％) 31 (28％) 

D 仕事関係 3 (3％) 0 (0％) 

E その他 0 (0％) 1 (1％) 

 

問１（現状）から、問４（理想）への推移は以下の通りです。 

縦に問１での回答、横がその後の推移となります。 

 
 

問１で と答えた人は 

 

問４（理想、本音）では へ移っています。 

    理想 

 

現実 

 A １人 B 友人 

 、恋人 

C 家族 D 仕事 

  関係 

E 

 その他 

A １人 28 9 (32％) 17 (61％) 0 (0％) 0 (0％) 1 (4％) 

B 友人、恋人 31 2 (6％) 29 (94％) 0 (0％) 0 (0％) 0 (0％) 

C 家族 50 6 (1％) 11 (22％) 31 (62％) 0 (0％) 0 (0％) 

D 仕事関係 3 0 (0％) 3 (100％) 0 (0％) 0 (0％) 0 (0％) 

E その他 0 0 (0％) 0 (0％) 0 (0％) 0 (0％) 0 (0％) 

計  17 60 31 0 1 

 

問１で一人で過ごすと答えた方も、その２／３は友達等と過ごしたい、という結果が見え

てくることになります。 

全体的に、友人、家族で過ごすことを理想とする傾向があるようです。 

 



 

⊿ あなたは休日を 『『『『家家家家でででで過過過過ごすごすごすごす場合場合場合場合』』』』    は主に何をしていますか？ 

問問問問２２２２    あなたは休日を家で過ごす場合

は主に何をしていますかていますかていますかていますか？？？？ 

 

問問問問５５５５    あなたは休日を家で過ごす場合

は主に何をしたいですかたいですかたいですかたいですか？？？？ 

 

設問 

「家で何を…」 

問問問問２２２２（現実） 

『している』 

問問問問５５５５（理想） 

『したい』 

A テレビ、ゲー

ム、ネット 
46 (42％) 32 (29％) 

B 読書  11 (10％) 13 (12％) 

C 家事  33 (10％) 5 (5％) 

D 創作活動  3 (3％) 28 (25％) 

E その他 17 (15％) 33 (30％) 

 
 

問２で と答えた人は 

 

問５（理想、本音）では へ移っています。 

    理想 

 

現実 

 A テレビ、 

ゲーム 

ネット 

B 読書 C 家事 D 創作活動 E その他 

A テレビ、ゲ

ーム、ネット 
46 22 (48％) 2 (4％) 2 (4％) 11 (24％) 9 (20％) 

B 読書  11 0 (0％) 3 (27％) 0 (0％) 4 (36％) 4 (36％) 

C 家事  33 9 (27％) 8 (24％) 2 (6％) 8 (24％) 6 (18％) 

D 創作活動  3 0 (0％) 0 (0％) 0 (0％) 3 (100％) 0 (0％) 

E その他 17 0 (0％) 0 (0％) 1 (6％) 0 (0％) 14 (82％) 

計  32 13 5 28 33 

 

家での過ごし方なのでテレビやネット、家事が多いですが、まばらながら理想に創作活動

を持ち、何か生産的なことをしたいと思う傾向があるようです。 

 

●その他のご意見 

問２ 問５ 

寝る、体を休める、ゆっくりする等（×３） 

快適な場所を探す 

ジム、ドライブ 

いない 

バイク 

ダーツ 

散歩 

園芸 

釣り 

地域の行事参加 orＰＣ 

寝る、体を休める、ゆっくりする等（×１５） 

家に居ないこと（×２） 

音楽鑑賞（×２） 

映画鑑賞 

ネットで情報（ファッション関係）を探した

いです。 

地方へ出かけるグルメツアー 

家で趣味を見つけてやりたい 

ダーツ   釣り   園芸 

ラブラブ  楽しいこと 
 



 

⊿ あなたは休日に    『『『『出出出出かけるかけるかけるかける場合場合場合場合』』』』    は主に何をしていますか？ 

問問問問３３３３    あなたは休日に出かける場合は

主に何をしていますかていますかていますかていますか？？？？ 

 

問問問問６６６６    あなたは休日に出かける場合は

主に何をしたいですかたいですかたいですかたいですか？？？？ 

 

設問「出かける 

場合何を…」 

問問問問３３３３（現実） 

『している』 

問問問問６６６６（理想） 

『したい』 

A ショッピング  48 (43％) 17 (15％) 

B ドライブ  23 (21％) 29 (26％) 

C 趣味,サークル 26 (23％) 30 (27％) 

D 旅行  4 (4％) 29 (26％) 

E その他 11 (9％) 7 (6％) 

 
 

問３で と答えた人は 

 

問６（理想、本音）では へ移っています。 

    理想 

 

現実 

 A ショッ

ピング 

B ドライブ C 趣味 

サークル 

D 旅行 E その他 

A ショッピング  48 12 (25％) 10 (21％) 8 (17％) 17 (35％) 1 (2％) 

B ドライブ  23 0 (0％) 12 (52％) 6 (26％) 3 (13％) 2 (9％) 

C 趣味,サークル  26 0 (0％) 4 (15％) 15 (58％) 5 (19％) 2 (8％) 

D 旅行  4 2 (50％) 0 (0％) 0 (0％) 2 (50％) 0 (0％) 

E その他 11 3 (27％) 3 (27％) 1 (10％) 2 (18％) 2 (18％) 

計  17 29 30 29 7 

 

現実はショッピングが多く、旅行が少ない傾向があり、理想になるとまばらではあります

が旅行への推移が多いようです。意識はどこか外へ出かけたいという傾向のようです。 

 

●その他のご意見 

問３ 問６ 

カフェでお茶 

食事 ランチ 

人間観察 

競馬 

海 

スノボー、スケボー、サーフィン 

ダーツ 

スポーツ 

日帰り温泉 

ハイキングまたは自然（山）に遊びに行く 

色々な物をストレス溜めず見たい 

グルメツアー 

３Ｓ（スノボー、スケボー、サーフィン） 

自然に親しむ 

楽しいこと 

温泉歩き 

 



・休日の過ごし方について 
 

以下、各項目の自由記述のご意見を掲載しております。 

休日の過ごし方の参考にご覧いただき、面白い日常を思い描いてみましょう！ 

 

問 7 あなたが最近一番楽しかった休日の過ごし方を教えてください。 

 

・特に無し（×３） 

・バーベキュー（×２） 

・温泉（×７） 

・旅行（×７） 

・映画鑑賞(×３） 

・友達とカラオケ（×４） 

・ショッピング（×５） 

・ライブ、コンサート（×３） 

・家族で一緒に居る公園で遊ぶ等（×５） 

・仕事が無い事 

・お菓子作り 

・競馬場 

・創作活動 

・家の雨漏り修理 

・近所を散歩する 

・飲み会で次の日休み 

・自然に触れて遊ぶ 

・自分の時間が持てたこと 

・友人の引越し手伝い 

 

・ドライブ（×７） 

・友達や家族とドライブ、外食（×２） 

・バイク、ツーリング（×３） 

・おいしいラーメン屋を発見した(×２） 

・海釣り、川釣り（×５） 

・ピクニック（×５） 

・知人たちとの飲み会（×４） 

・友人宅でみんなでパーティ（×４） 

・そば打ち体験 

・マンボ 

・キャンプ 

・ゲームセンター巡り 

・ダーツ 

・ＳＤＦ（ｿﾌﾄﾀﾞｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）参加 

・ボーリング 

・ドリフト 

・サッカー観戦 

・水泳です スイミングアカデミー 

・実家の母と父＆旦那の悪口で盛り上がった事 

・その土地のおいしいものを食べに行くこと 

・おいしいつまみとお酒を飲んでゆっくり過ごすこと 

・家で気兼ねなくだらだら、まったり料理、食事に行く 

・小惑星探査機「はやぶさ」帰還のニコニコ生放送視聴 

・息子と鉄道へ大谷へ行き、遊んで（貝拾い）鉄道で帰りバスで家まで帰るミニ旅行 

・天気の良い日にとても居心地の良い場所でシート広げてゴロゴロしてたコト 

・時間の制約が無いまま、通ったことの無い道をドライブして眺めた「はやちね山」 

・井上雄彦 最後のマンガ展を仙台メディアテークで見たこと 

・宇都宮に行って、餃子を食べずに帰ってきたこと 

・こないだの土曜に娘二人とオーケストラの生演奏を聞いたこと。３人とも音楽が好

きですが、オーケストラを聴く機会なんてないことなので感動しました 

・カラオケ大会に出場したときです。基本的にイベントに出るのは好きです。裏方は

Ｎothankyouですすみません。 

 

 



 

問 8 “休日にこんなイベントがあったら参加したい！”と思うものはありますか？ 

 

・合コン（×３） 

・婚活 

・国際交流フェスティバルなど 

・ニコニコ動画好きが集まるイベ 

・年齢かまわず騒げるようなコト 

・一般向けのアート展 

・ＶＳＴを使用したニコ生イベント 

・温泉めぐり 

・気楽なＢＢＱ 

・気仙沼のスイーツ食べ比べ 

・ライブイベント（×３） 

・子供と一緒に安全に楽しめるもの（×３） 

・遠足。市内観光地めぐり（×２） 

・スポーツイベント 

・素人同士のスポーツ大会 

・卓球大会 

・気楽会カップ スノーボード大会 

・ツーリング 

・ドリフトの大会 

・サイクリング会 

・山菜取り、男の料理教室 

・どの葉や芋が食べられるか皆で試食する 

・釣り大会 

・試飲会 

・飲み会 

・ちょっとしたミニパーティ？ 

・音楽系のイベント、あらばきの気仙沼版？素人参加ＯＫで 

・気仙沼をモチーフにしたファッションショーがあれば参加というか出てみたい。メ

ンズショーもあると面白いと思います。レディースショーは全国的にもたくさんあ

るので、港町なので、マリンルックなども良いかも 

・自分の好きなバンド・音楽をＣＤやＤＶＤ等で持ち寄り、音が流せる飲み屋とかで

一人 15 分程度のプレゼンをした後、流す。プレゼンが苦手な人は、曲を流すだけで

もＯＫ 

 

 

 

 

 

 



 

問 9 あなたが気に入っている“気仙沼のとっておきの場所”はありますか？ 

 

・さくらボウル（×３） 

・アンカーコーヒー（×２） 

・リアスアーク美術館「夢の舎」  

・リアスアーク美術館 

・Ｋ－ウエーブ 

 

・みなとふれあい公園（×２） 

・せせらぎ公園 

・安波山（×６） 

・唐桑半島（×２） 

・岩井崎（×３） 

・陣ヶ森（キノコ狩り） 

・徳仙丈、モーランド 

・尾崎の堤防（夕日が綺麗） 

・折石 

・熊山 

・五十鈴神社  ・浮見堂  ・鹿折網木峠 

・十九鳴浜  ・竜舞崎  ・鹿折 夜這路峠 

・テレビ塔  ・夜の裏商港  ・階上のダム 

・プラザホテルのエレベーター（一番上）から見る夕方の内湾 

・夜景も良い。安波山、岩井崎は月夜には特に良いです 

・大島（浦の浜）、岩倉山、長の森、徳仙丈の山並みが見えるから 

・安波山公園から眺める景色 お伊勢浜岩井崎、海が好きなので 

・自然豊かな八瀬 

・自然いっぱいの所（昼）、皆で騒げる居酒屋（夜） 

・浜見山の広場（映画で有名？） 

・立ち入り禁止のところなんで… 

・山、海 ・海全般    ・秘密 ・教えない 

・レストラン夢の舎（リアスアーク美術館）何かの展覧会を見た後、ぼーっとしなが

らコーヒーを飲むのが好き。山からの気仙沼の風景もよい 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

問 10 あなたは気仙沼に“こんなところがあったら良いな”と思うものはありますか？ 

 

・アミューズメントスポット（×２） 

・映画館（×１１） 

・バッティングセンター（×３） 

・道の駅（×２） 

・ネットカフェ（×２） 

・自由空間、ROUND1 とか 

 

[カフェ] 

・もっとカフェが増えてほしいです。 

・ゆったりくつろげるカフェ 

・一人で入れる海を眺められるカフェ 

・誰でも一人でこれるようなアットホー

ムなカフェ 

 

・地元食をたべさせる定食屋さん 

・情報発信基地 

・しまむら楽器 

・ユニクロ、買い物できるところ 

・ケンタッキー、 

・パソコンショップ 

・古着屋 

・総合ショッピングモール（×４） 

・スタジオ、ライブハウスバー（×３） 

・水族館（×５） 

・広い大きな公園（×７） 

・市民プール（×２） 

 

・競馬場 

・観光名所 

・星見る場所 

・屋内公園 

・花公園など 

・自然の公園それに合ったアスレチック 

・子供達が一日遊べる屋外施設 

・ちょっと豪華なスパリゾート 

・休日等に家族で楽しめるレジャー関係

の場所 

 

・娯楽の場所 

・出会いの場 

・習い事 

・サーキット 

・夜のコミュニティ（たまり場） 

・昼から飲める居酒屋 

・温泉、ゆっくり過ごせる場所 

・屋内スノーボードパーク ウォータージャンプ場 

・若者がいろいろなことを表現できるところ、エリア、店 

・温泉、干渉されない無関心なカフェ、レストランとか、図書館、運動公園、病院 

・近隣の町は、道の駅にて野菜や土産品を販売しているので、大島だけでなく街でも

販売所があればと思う。 

・散策が出来るような大きな公園、釣った魚とその場で料理してくれるお店など 

・レンタルボックス（個人の作品を預かって販売する） 

・大学のキャンパスのような自由なランドスケープ。ねっころがるもよし、仲間と一

緒に語るもよし。出店やオープンカフェで遊ぶもよし。音楽を奏でてもよい、フリ

ーな空間、広場 

 

 



 

○ご意見、一言あればおねがいします。 

 

・いつもお世話様です 

・頑張ってください 

・また参加したいです、ありがとうございました 

・すばらしい会です、継続してください！色んな活動をされていて凄いと思います。

これからも頑張ってください新聞などで気楽会さんの活躍を拝見してます！応援し

てます 

・変なアンケートだと思う。なんなんだ？？ 

・これからも気仙沼の全国発信など頑張ってください。ホルモン動画見ました 

・がんばってください。見守っています＼(^o^)／ 

・改めて、自分が住んでる『気仙沼』について、自分自身が関心がないことが自分で

もダメだと思いました。みんなが気仙沼を好きじゃないと、気仙沼は良くなってい

かないですよね… 

・がんばろー 

・頑張ってください 

・いつもお世話様です気仙沼の未来を明るくして行こうと活動されている心意気に元

気を頂いています。 

・気仙沼サイコー！！ 

・頑張ってください 

・気仙沼を盛り上げてくれてありがとうございます 

・出会いの場を… 

・頑張ってください 

・色々頑張ってくださいね 

・気楽にいきましょー 

・頑張れ！気楽会！ 

・楽しいイベントあれば行きたいです 

・アンケートの内容で重複？一瞬よく和歌あらないところがありました。 

・これを書いてどうなるの？ 

・頑張ってください 

・この先何が起こるかわからない世の中になったけど、何とか頑張っていこう 

・ブログひんぱんに見てます。お店紹介いいですね 

・気楽会とは？ 

・がんばってください！！！ 

・家族で遊べる場所（動物園、水族館、遊園地など） 

・気仙沼が若者にとっても魅力ある街になるよう、これからも盛り上げていってくだ

さい。 

 

 


