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太白区中央市民センターだより
あっと！

＠

たいはく

ロゴマークを地域の中学生に考えて
もらいました。第３０号は長町中学校
山岸瑠利奈さんの作品です。

《と

き》

２０１５年１０月１日発行

学ぶ気持ちを応援します

1２４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

１０月２４日(土)１０時～１５時

《ところ》太白区中央市民センター・太白区文化センター
お誘いあわせの上ふるってお越しください。

合唱

和太鼓演奏

フラダンス すずめ踊り

児童館パフォーマンス
バンド演奏

紙芝居

大正琴演奏

ハンドベル演奏

絵画

など

書

折り紙
演劇

落語

キルト

つりびな

展示

老壮大学学習展示

長町小・鹿野小・長町南小の児童絵画作品
ジュニアリーダーのもぐらたたき
ハロウィン写真館

長町商店街連合会出店

お化け屋敷

長町駅前商店街振興組合女性部

CIL たすけっと車いす体験

復興支援チャリティきのこうどん
長町中学校あかつき学級作品販売
手作り品 地場産品 駄菓子屋
たいはっくる自治会豚汁のお振舞い

長町地域包括支援センター活動紹介
JR 長町駅活動紹介

など

など

※内容はやむをえず変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。

11 月 3 日（火・祝）に開催される、
“長町秋のフェスティバル２０１５”
1 級葬 祭 デ ィ レ ク タ ー に 聞 く ‼
今さら聞けないお葬式大人のマナー、お墓のこと
今時の葬祭事情・葬儀にまつわる雑学 etc
―話題の入棺体験もできます。
☆日時：平成 27 年 11 月 10 日(火)18:30～20:00
☆会場：家族葬ホール ハートながまち 渡源
2 階 ホール
☆対象：成人 20 人
☆申込：10／10（土）10 時〜
市民センター窓口・電話・FAX にて【先着順】
＊手話付通訳ご希望のかたは 10／31（土）まで

★第２回仙台大なわとび選手権大会の出場者を
募集中です!!
対象：仙台市内の小学生
1 チーム 3 名～最大人数は無制限♪
★第 12 回太白区綱取物語の出場者も募集します。
対象：中学生以上 1 チーム４～6 名。
内容について詳しくお聞きになりたい方は太白区
中央市民センター窓口もしくはお電話にてお問い
合わせください。

9 月 4 日(金)いきいき健康コースの館外学習と
して、仙台空港見学に行ってきました。
仙台空港アクセス線の空港駅内を見学した後、
１階のイベントスペースや震災から復興までの
パネル展示など、ターミナルビル内の見学、最後
に展望デッキに上がり、ジャンボ機の着陸などを
見ることができ、参加者の皆さんは有意義な時間
を過ごしたようでした。

★ 市民センター休館日

8 月 25 日から 6 回の講座で、子育て中のお母さん
9 人が受講しています。9 月２日の 2 回目は太白
消防署長町出張所の消防指令長 阿部清己氏を迎え
「いざという時のために」先ず、母親として子供を
守るために自分の身を優先することや「災害用
伝言ダイヤル 171」
「キッズサバイバルカード」の
使い方などを学びました。皆さん、真剣に取り組ん
でいました。

１０/５(月)１３(火)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

◆太白区中央市民センター

案内図◆

●太白区中央市民センター

道
国

★ 太白区内市民センター情報番組「市民センター＠たいはく」

28
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～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

「エフエムたいはく７８．９MHz」１０月２８日（水）午後２時放送予定
☆長町支局キッズリーダーが登場♪ お楽しみに！！

太白区中央
市民センター

●太白区役所

長
町
駅
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長町駅前
至柳生

太白図書館

太白区文化センター
【楽楽楽ホール】
◆ 10/2・3・4（金・土・日）各公演４５分
第１０回
仙台クラシックフェスティバル
《前売り 1.000 円・当日 1.500 円》

○おはなし会
日時 10/7・21・28(水)15:00～15:30
場所 図書館１階おはなしのへや

○赤ちゃんおはなし会
日時 10/14(水)11:00～11:30
場所 太白区中央市民センター４階和室

○秋の子ども読書フェスティバル
◆ 10/12（月） 14：00～16：00
太白ウインドアンサンブル
コンサート vol．6
《無 料》
◆ 10/13（火） 13：30～15：00
全国地域安全運動
第２７回 仙台市大会
《無料・市政だより掲載》
◆ 10/25（日） 13：00～16：00
ぴあの倶楽部くらしっく
６ｔｈ concert
《無 料》

お問い合わせは電話 304-2211 まで

期間 10/10(土)～11/15(日)
・子どもの本の展示会/ラッキーブックをさがそう！
・図書館クイズにチャレンジ！[10/14(水)10:30～]
・秋の拡大おはなし会[10/14(水)15:00～]

○秋休みこども上映会「チップとデール」
日時 10/14(水)10:30～と 13:30～の２回
場所 図書館地下 1 階視聴覚室

○一般向け講座「野草の魅力」
日時
場所
内容
対象

10/16(金)14:00～15:20
太白区中央市民センター３階大会議室
仙台市野草園園長篠崎淳氏による講話
成人・100 人（当日直接・先着順）

◎10 月の休館日は 1・2・5・13・19・22・26 日です。
（9/29～10/2 は、蔵書点検のため休館です。）

お問い合わせは電話 304-2742 まで

太白区中央児童館

《10 月の行事》
☆「ぴよっこタイム」対象：0・1 歳児親子
10 月 6 日(火) １１：００～１１：３０
☆「あそびのひろば」 対象：乳幼児親子
10 月 7 日(水) １１：００～１１：４５
☆「おはなし会」 対象：幼児から大人まで
10 月 7 日(水) １５：３０～１６：００
☆「子育てサロン」 対象：乳幼児親子
10 月 16 日(金) １０：３０～１１：３０
☆「太白区民まつり」
10 月 18 日(日) ９：００～１5：0０
会場：太白区役所 他
☆「おはなしひろば 」対象：乳幼児親子
10 月 20 日(火) １１：００～１１：2０
☆「ママの前髪カット」対象：幼児親子 10 組
10 月 26 日(月) １１：００～１１：４５
《申し込み》 10 月 1 日（木）より
電話または直接児童館へ
☆「おいしく食べて元気になあれ」（食育講座）
10 月 29 日(木) １０：３０～１１：３０
対象：0 歳児親子 10 組
《申し込み》 10 月 5 日（月）より
電話または直接児童館へ

お問い合わせは電話 304-2743 まで★

