（公財）仙台ひと・まち交流財団

太白区中央市民センターだより
あっと！

＠

２０１４年５月１日発行

たいはく
学ぶ気持ちを応援します

10７号
〒982-0011 仙台市太白区長町 5-3-2
電話 304-2741 FAX 304-2526
e-mail:futochu@stks.city.sendai.jp

太白区中央市民センターをイメージする
ロゴマークを地域の中学生に考えてもら
いました。第 16 号は長町中学校卒業生
のＭ．Ｈさんの作品です。

平成 2６年度
太白区中央老壮大学校

公開講座
■日 時：5 月 1６日（金）

国内の街に留まらず、海外も含めて

あちらの街

10：00～11：30
（開場９：３０）
■会 場：太白区文化センター

こちらの街

街づくりを地域住民の視点で、具体例をあげながら
探っていきます。

「楽楽楽ホール」
※申込不要 直接会場へ

■講 師：東北学院大学 教養学部
地域構想学科 教授
いするぎ

し

の

ぶ

岩動 志乃夫 氏

全５回 託児付
乾パンでデザートを作ったり、手遊びや
体験を交えて親子で楽しく防災を学びます。
お仕事帰りに、江戸の酒と現代の酒の利き
酒をしながら「長町の歴史・酒の魅力」の話
を聞き、長町の“過去・現在・未来”につい
て語らいませんか？意外な発見や素敵な出会
いがあるかもしれません(^o^)
☆日時：平成 26 年 5 月 29 日(木)19:00～20:30
☆会場：長町駅前商店街内「ホテルふじや」
☆対象：成人 20 名(先着順)
☆費用：1000 円（実費負担分）
☆申込：5/8～市民センター窓口・電話

●日時：６月３日､１０日､１７日､24 日､７月１日

各回とも火曜日午前１０時～１１時３０分
●会場：太白区中央市民センター 4 階和室（大）
６/２４はみんなでまち歩き
●対象：乳幼児と母親､子育て孫育て中の方 15 組
●申込：５/８～５/２２市民センター窓口・電話・
Fax [先着順]

●費用：保険代 1 人２4 円

★託児希望の方
●対象：1 歳以上 1 回目 3 回目のみ (1 人２00 円)
●託児について 市民ボランティアが行います。
1 歳未満要相談。定員あり。
※詳しくは太白区中央市民ｾﾝﾀｰへお問い合わせ下さい。

長町のお店の紹介シートができあがりました！！
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伝統の仙台七夕飾りを作り、
地域の活性化をはかります。

人

ハンドマッサージの講習会
や実践体験を通して、地域の
方や子育て世代の交流をは
かります。 【託児付】

7月

ひと・まち賑わい七夕作り

8 月～10 月

ハンドマッサージボランティア
養成講座

10 月 25 日

ながまち交流フェスタ 2014

どなたでも

地域のサークルの演技や作
品の発表、出店や体験コーナ
ーもあります。

インリーダー研修会

子ども会の
児童及び
世話人

子ども会活動に必要な知識
や技能を学んでもらい、子ど
も会活動の充実を支援しま
す。

2 月頃

★ 市民センター休館日

成

５/７(水)１２(月)１９(月)２６(月)

★ 太白区内各市民センターの講座一覧・センターだよりについて
～当センターロビーに設置しておりますので、ぜひご覧ください！

暖かな日差しの中で，長町散策にぜひご活用ください。

◆太白区中央市民センター

【楽楽楽ホール】

○おはなし会

◆ ５/３（土）
１０：００～１６：００
凰（おおとり）流舞踊会

無 料

◆ ５/４（日）
１０：００～１７：００
第４回 東北みちのく歌謡祭

無 料

◆ ５/６（火）
１４：３０～１７：００
KAE バレエクラシック 第３回発表会
整理券

5/14・21・28(水)15:00～15:30
図書館１階おはなしのへや
絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び
幼児～小学校低学年の児童と保護者

○赤ちゃんおはなし会
日時
場所
内容
対象

5/14(水)11:00～11:30
太白区中央市民センター４階和室
わらべ歌、手遊びなど
0～1 歳児と保護者

○春のミニブックトーク
～魔女がやってくる！の巻～

◆ ５/１１（日）
１４：００～１６：００
私の心のふるさと
－歌い継ごう・大切な人へ贈る歌－
2500 円（当日 3000 円）
◆ ５/２５（日）
１０：３０～１８：００（予定）
東北青少年音楽コンクール
仙台地区ピアノコース予選会
無 料
◆ ５/３１（土）
１４：３０～１６：００
斎藤幸恵フルートリサイタル

日時
場所
内容
対象

3000 円

日時 5/18(日)15:30～16:10
場所 図書館地下１階視聴覚室
内容 「魔女」をテーマにしたブックトーク（本の
紹介）や、図書館舞台裏探検ツアーを行
います。
対象 小学校中・高学年 20 人［先着順］
申込 電話または直接図書館へ（定員になり
しだい締切です。ご了承ください。）

●太白区役所

長町駅

太白図書館

太白区文化センター

太白区中央
市民センター

地下鉄 長町駅

●交通局
太白区文化
長町営業所 センター

★ 太白区内市民センター情報番組「＠たいはく」について
「エフエムたいはく７８．９MHｚ」午後２時頃から放送中！
新しいサポーターも参加しています。お楽しみに！！

案内図◆

●太白区中央市民センター

線

開催時期
(予定)

28
6号

詳しくは毎月のセンターだよりの募集をご覧ください～

学生がまちづくりに関わるきっかけをつ
くることをねらいとした「たいはく学生フォ
ーラム」の事業で作製された情報紹介シート
が完成しました。
長町駅前プラザに展示されています。
合同会社「まちづくりプランニング」の
加藤 渉さんを講師に，宮城大学の学生４人
が中心になって作ったものです。
長町商店街青年部の方にアドバイスをい
ただき，長町駅前プラザや協力していただい
た店舗で，情報紹介シートを手に取ることが
できます。学生たちの力作をぜひ，ご覧くだ
さい。

国
道

～この他にもたくさんの講座をご用意しております。

長町駅前
至柳生

太白区中央児童館

《５月の行事》
☆「あそびのひろば」 対象：乳幼児親子
５月７日（水） １１：００～１１：４５
☆「おはなし会」 対象：幼児から大人まで
５月７日(水)
１５：３０～１６：００
☆「ぴよっこタイム」 対象：０～１歳児親子
５月１３日(火)１１：００～1１：３０
☆「子育てサロン」
対象：乳幼児親子
５月１６日(金) １０：３０～１１：３０
☆「ハーブ＆ヨガ」対象：乳幼児親子
５月２０日（火）１１：００～１１：３０
【申込制・・先着１５組 ５月１２日（月）～】
☆「リトミック」 対象：１才児親子
５月２３日（金）１１：００～１１：４５
【申込制・・先着２５組 ５月７日（水）～】
☆「おはなしひろば」対象：乳幼児親子
５月２７日(火) １１：００～１１：２０

◎5 月の休館日は 7・12・19・22・26 日です。

お問い合わせは電話 304-2211 まで

お問い合わせは電話 304-2742 まで

お問い合わせは電話 304-2743 まで★

