（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！

＠

２０１５年３月１日発行

たいはく
学ぶ気持ちを応援します

ロゴマークを地域の中学生に考えて
もらいました。第 23 号は長町中学校
2 年生小林 穂乃香さんの作品です。

11７号

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

太白区中央市民センターでは生涯学習の一環として満 61 歳以上の方々を対象に、多様化する現代社会を
人との関わりの中で心豊かに生きていくことができるように、学習の場を提供しております。
平成 27 年度も「太白区中央老壮大学校」を開催しますので奮ってご応募ください。
コース名
いきいき健康コース
せいかつ教養コース
ふるさと文化コース

コースの概要

開催日

「心と体」の健康を考えながら、いきいきとした
毎日を送るためのヒントを学びます。
健康・文化・経済・自然等広範囲にわたり、
時代に即したテーマで学びます。
主にふるさとの歴史や文化を中心に学びます。

募集定員

主に第１金曜日
10：00～11：30
主に第２金曜日
10：00～11：30
主に第３金曜日
10：00～11：30

１００名
１００名
１００名

【応募方法】往復はがきに、希望するコース（お一人につき１通１コースのみ）と住所、氏名(ふりがな)、
電話番号を記入、返信はがきの表面にもあなたの郵便番号、住所、氏名を記入し、事務局
(当センター内)までお送りください。(※対象は満 61 歳以上の方)
【応募期日】平成 27 年 3 月１日(日)

から

3 月 24 日(火)当センター必着

(※申込み多数の場合は抽選、および太白区内在住の方が優先となりますので予めご了承ください。)
【 費 用 】 1 年間 1,000 円 （学習の運営経費として使用します。
）

当日直接会場へ！

来場者記念品
あり！

日時：平成 27 年 3 月 8 日(日) 9：30～14：00

会場：宮城野区中央市民センター（メイン会場：体育館 展示等ブース：2 階フロア）
（ＪＲ陸前原ノ町駅となり）
チームのメンバーの一人がすごろく
内容：◆メイン会場(体育館) 10：00～13：00
チーム対抗！大型ぼう災すごろく大会
◆展示等ブース(2 階フロア) 9：30～14：00
市民センター防災学習紹介コーナー

のコマになり、防災クイズやゲーム
に挑戦し、勝ち抜いていくチーム対
抗戦のゲーム大会です

防災学習マスコットキャラクター
ひとまち ぼうた

オリジナル「防災・減災カードゲーム」紹介・体験コーナー

震災時エピソード・非常食レシピ集の紹介・試食コーナー

主催：公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団
【お問い合わせ先】市民センター課 ℡022-268-5163

防災紙芝居コーナー

防災グッズ等の展示コーナー

今年度は２月１日(土)に、
八本松市民センターと合同
で開催しました。約 160 人
の世話人の方と児童が参加
し、子ども会活動について
楽しく学びました。
最後に自分達でゲームの指導も。

1 月 23 日(金)、上野香玲氏と鈴木
敏行氏を招いて、耳慣れた曲をメ
インに、クラシックギターの演奏
をしていただきました。
優美な演奏と楽しい曲紹介で充実
したひと時を過ごしました。
★ 市民センター休館日

平成 27 年 2 月 6 日（金）午後一時
半より、太白区文化センター楽楽楽ホ
ールを会場に、室内楽演奏会が開催さ
れました。
出演は、「アンサンブル・プティフ
ール」のメンバー、フルートの水野二
郎氏、チェロの火煙節子氏、ピアノの
山田淑子氏三名の方々です。クラシッ
ク・ジャズ、ポップス等、幅広いジャ
ンルのプログラムに会場の皆さんは
癒されました。入場者数約 500 人、会
場一体となった合唱もあり、午後の一
時、春気分満載のコンサートを楽しみ
ました。

３/２(月)９(月)１６(月)２３(月)３０(月)

◆太白区中央市民センター
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★ 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！

●交通局
太白区文化 地
長町営業所 センター 下
鉄

★ 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！！

太白図書館

太白区文化センター

○おはなし会

【楽楽楽ホール】
◆ ３/１（日）
１２：３０～１７：３０
楽楽楽ミュージックフェスティバル２０１５
無 料

日時
場所
内容
対象

毎週水曜日 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

○防災おはなし会
◆ ３/１１（水）
１８：３０～２０：３０
～日本丸の復興プロジェクト～
２１世紀維新の集い 仙台公演
無 料
◆ ３/２０（金）
１７：００～１９：００
聖和学園高等学校
第５回スプリングコンサート

日時 3/8(日)15:00～15:45
場所 図書館１階おはなしのへや
内容 防災を内容とした絵本の読み聞かせや
紙芝居、クイズなど
対象 幼児～小学校低学年の児童と保護者

○赤ちゃんおはなし会
無 料

◆ ３/２２（日）
１３：００～１６：００
第７回 ハーモニー音楽院発表会

日時
場所
内容
対象

3/11(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

○春のこども上映会
無 料

お問い合わせは電話 304-2211
まで
無 料

案内図◆
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太白区中央児童館

《３月の行事》
☆「あそびのひろば」 対象：乳幼児親子
３月３日(火) １１：００～１１：４５
☆「ゆったりわらべうた」３月４日（水）
①０歳児親子 １０：３０～１１：００
②１歳児親子 １１：２０～１１：５０
【申込み受付中
先着各１０組】
☆「おはなし会」
対象：幼児から大人まで
３月４日(水)
１５：３０～１６：００
☆「のびのびストレッチ」
対象：幼児親子・小中学生・一般
３月７日（土）１０：３０～１１：３０
【申込み・・２月２３日（月）～ 先着３０名】
☆「ぴよっこタイム」 対象：０～１歳児親子
３月１０日(火) １１：００～1１：３０
☆「子育てサロン」

対象：乳幼児親子

日時 3/22(日)10:30～と 13：30～の２回
３月１３日(金) １０：３０～１１：３０
場所 図書館地下１階視聴覚室
上映作品 「おむすびころりん」「一寸法師」ほか ☆「おはなしひろば」 対象：乳幼児親子
３月１７日(火) １１：００～１１：２０
対象 幼児～小学生（保護者可）・各回 45 人
◎3 月の休館日は 2・9・16・23・26・30 日です。

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★

