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美しい紅葉も広がり始め，秋の深まりが感じられる今日この頃となりました。いよいよ今
月は「ながまち交流フェスタ」が開催されます。ぜひ，皆さんご来場ください。

ながまち交流フェスタ
１０/２７(土)

２０１８

■１０：００〜１５：００ （開会式 9:40〜）
■太白区中央市民センター・太白区文化センター
展示･体験コーナー

大人気！

絵画・書道・折り紙・つりびな・ハンドマッサージ
もぐらたたき・紙芝居・小学校作品展示など

こわ～いお化け屋敷も
あるよ！

舞台発表
出店コーナー
手作り品・地場産品・駄菓子
豚汁振舞いなど

合唱・フラダンス・すずめ踊り・大型紙芝居
ハンドベル演奏・和太鼓・オカリナアンサンブル
皿まわしなど

主催：ながまち交流フェスタ実行委員会 （事務局）太白区中央市民センター ℡：022-304-2741

太白区中央市民センター主催事業

「バリアフリーな街 長町」

① 「地域で考えるインクルーシブ防災」
※ 障害者や高齢者などあらゆる人の命を支える防災

10 月 4 日（木）10:00~11:30
会場：太白区中央市民センター

② 「バックヤードツアーin IKEA 仙台」

全2 回
各回20 名
先着順

10 月 17 日（水）14:00~15:30
会場：IKEA 仙台（長町）

申し込み状況については、市民センターにお問い合わせください。

事業ガイド号外
太白区内市民センターの
おまつり情報が全て載っ
ている特集号を発行中！
出店，ステージ発表，抽選
会など楽しい企画がいっ
ぱいのおまつりにみんな
あつまれ～！
●配布場所●
太白区情報センター
ザ・モール仙台長町
(レストラン街入口)

講座の申込・問い合わせの時間は開館日の 9:00〜17:00 です。
講座に関する電話は ３０４－２７４１（太白区中央市民センター 地区館係）まで
施設に関する電話は ３０４－２２１１（太白区文化センター）まで

長町秋のフェスティバル 2018 開催！
≪第 30 回太白区民まつり同時開催≫
太白
日 時：1０月２１日（日）10:00～16:00
会 場：ゼビオアリーナ仙台・フットメッセ・ハレオドーム・噴水前広場
内 容：◆午前♦
・若者連携企画

・仙台 89ERS ﾁｱｰｽﾞﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ

「Ｎスコーレ

・第５回仙台大なわとび選手権大会

～あそびを体感！こどもたち，集まれ！」

・第１５回仙台綱取物語

入場

・親子フェス（未就学児対象のイベント）・フットサル

無料

♦午後♦
・太白みんなｄｅスポフェス 2018
（ニュースポーツ体験会）
問い合わせ：太白区中央市民センター

Tel（３０４）０３７７

担当：佐藤

◆太白区中央市民センター

★ 太白区内市民センター情報番組「市民センター＠たいはく」
「エフエムたいはく７８．９MHｚ」１０月２４日（水）午後２時から放送予定！
☆東北学院大学 学生が出演！お楽しみに！！☆

太白区文化センター
【楽楽楽ホール】
★10／8（月）14：00～16：00
太白ウインドアンサンブル
コンサート Vol．９
《無料》

★10／28（日）13：00～16：30
秋桜の会“植木 由利子門下生の会”
「音楽のつどい」
《無料》

【展示ホール】
★10／8（月）10：00～15：00
じょさんしフェスタ
in みやぎ２０１８

《無料》

★10／13（土）13：00～15：00
♪太白区文化センター主催事業♪
第４回 秋のミニコンサート
～１００歩目のあしあと～《無料》

お問い合わせは電話 304-2211 まで
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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！

案内図◆

●太白区中央市民センター

道

１日(月)・９日(火)・１５日（月)
・２２日(月)・２９日(月)

国

★ 市民センター休館日

●交通局
太白区文化 地
長町営業所 センター 下
鉄
太白区中央
市民センター

●太白区役所

長
町
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長町駅前
至柳生

太白図書館

長町児童館

○おはなし会
日時 10/3、17、24、31（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 10/10（水）11：00～11：30
場所 太白区中央市民センター4 階和室
○拡大おはなし会
日時 10/10（水）15：00～16：00
場所 図書館地下 1 階視聴覚室
○太白図書館八本松分室おはなしひろば
日時 10/27（土）1４：30～15：00
場所 八本松市民センター図書室
○秋休みこども上映会「私のあしながおじさん」
日時 10/10（水） 10：30～12：00
場所 図書館地下 1 階視聴覚室
対象 小学生(幼児も可)45 人(当日直接、先着)
○ＤＶＤ上映会「真昼の暗黒」
日時 10/26（金）・10/28（日）
13：３0～15：32
○秋の映画上映会「但馬屋のお夏」
（ながまち交流フェスタ）
日時 10/27（土） 13：30～14：58
（「真昼の暗黒」、
「但馬屋のお夏」ともに、
）
場所 図書館地下 1 階視聴覚室
対象 どなたでも・45 人(当日直接、先着)
◎10 月の休館日は 1 日・9 日・15 日・
22 日・25 日・２９日です。

≪10 月の行事≫

お問い合わせは電話 304-2742 まで
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☆「あそびのひろば」対象:乳幼児親子
10 月 2 日(火)11:00～11:45
☆「にこにこタイム」対象:乳幼児親子
10 月 3 日(水)・24 日(水)
11:15～11:30
☆「たんぽぽタイム」対象:幼児親子
10 月 12 日(金)10:30～11:30
「絵本の森の音楽会」
※9 月 25 日より事前申し込み
☆「ぴよっこタイム」対象:幼児親子
10 月 16 日(火)11:00～11:30
☆「子育てサロン」対象:乳幼児親子
10 月 17 日(水)10:30～11:30
☆「おはなしひろば」対象:乳幼児親子
10 月 23 日(火)11:00～11:20
☆「ウェルカム長町児童館」
対象:乳幼児親子
10 月 31 日(水)11:00～11:45
※10 月 10 日(水)より事前申し込み
☆「人形劇を見よう」対象:乳幼児親子・小学生
10 月 9 日(火)11:00～11:45

お問い合わせは電話 304-2743 まで

