
※施設利用の最新情報は、仙台市ホームページ・市民センターホームページでご覧になれます。

センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

柏木市民センター
℡233･8066
fax233･8484
〒981-0933
柏木3-3-1

くつろぎ
　　　タイム2012
～東北大学
　ブルーグラス
　同好会ライブ～

ギター、ウッドベース、バン
ショ―、フィドル等の弦楽
器にボーカルが加わった
アンサンブルをお楽しみく
ださい。

どなたでも
2/23（土）
10:30～11:30 無料 不要直接会場へ

市民センターが
やってくる！

津軽三味線コンサート。
緑春会による演奏をお楽
しみください。

どなたでも
・30人

3/8（金）
11:00～12:00
※会場=
旭ヶ丘老人憩いの家

無料 不要直接会場へ

旭ヶ丘
「ミニ行灯
      をつくろう」

ホタル祭りをより一層楽し
むために、ミニ行灯をつく
ります。

小学生
・10人

3/9（土）
14:00～16:30

100円

1/29　9:00～
窓口・電話・FAX
で
（3/1締切）

片平市民センター
℡227･5333
fax268･0234
〒980-0813
米ケ袋1-1-35

かたひら
レディースサロン
～整理収納術
              を学ぶ

減災にもつながる整理収
納術。事例や実習を通し
て改善法を学び、快適な
暮らしへステップアップしま
しょう！

成人女性
･20人
[先着]

3/9（土）
10:00～11:30

無料
2/6  10:00～
窓口・電話・FAX
で

貝ヶ森市民センター
Ｔｅｌ279・6320
fax279・6704
〒981-0942
貝ヶ森1-4-6

貝ヶ森
サロンコンサート

津軽三味線とマリンバの
演奏をお楽しみください。

どなたでも
3/2（土）
17:00～18:00

無料 不要直接会場へ

生涯学習
活動発表会
「平成24年度
　　ひろせ
　　学習フェア」

地域で活動する団体が、
日頃の活動の成果を大舞
台で発表します。

どなたでも
2/17(日)
10:00～15:30

無料 不要直接会場へ

学びの百科
「ひろせ
    生活倶楽部」

「冬の寄せ植え」を楽しみ
ます。暖かみのある花で
寄せ植えをつくり、室内を
明るくして、寒い冬を元気
に乗り切りましょう。

成人・15人
[先着]

2/27（水）
10:00～12:00

1,000円
2/5　9:30～
窓口・電話で

大沢市民センター
℡394･6891
fax394･6439
〒989-3212
芋沢字要害65

ロビーへ
　　ようこそ！

「落語と演芸」で、地域に
元気をお届けします。

どなたでも
2/9（土）
10:30～12:00

無料 不要直接会場へ

吉成市民センター
℡279･2033
fax279･9431
〒989-3201
国見ケ丘2-2-1

天体観測会
・移動天文台
　～冬の星空～

ベガ号で冬の星座を観測
します。

どなたでも
（小学生以
下は保護者

同伴）

2/15(金)
17:00～19:00

無料 不要直接会場へ

市民センター利用のご案内（青葉区）

広瀬市民センター
℡392･8405
fax392･8410
〒989-3125
下愛子字観音堂5

旭ケ丘市民センター
℡271･4729
fax271･7984
〒981-0904
旭ケ丘3-25-15

平成25年2月号・平成25年1月25日発行 NO.20

※この事業ガイドでは2月に参加募集を行う事業を一覧として掲載しています。

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、

家族参加の場合は全員分）、年齢（小･中学生は学校名、

学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。

【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切

り等がありますので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】 定員、締め切り

等がありますので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座

情報

青葉区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

編集・発行者 仙台市青葉区中央市民センター

〒980-0811青葉区一番町2-1-4

Tel: 223･2516/ fax:261・3251/ E-mail: aochu@stks.city.sendai.jp

平成25年

2月号



子どもの居場所
  プロジェクト
    わくわくきまち

もう一度聞きたい、おもし
ろい昔話をみんなで楽し
みましょう。

どなたでも
2/6（水）
14:30～15:30

無料
募集中
窓口・電話で

子どもの居場所
  プロジェクト
    わくわくきまち

みんなでゲームを楽しんで
から、自分だけの万華鏡
をつくります。

小学生・30
人

3/2（土）
10:30～12:00

無料
2/13　10:00～
窓口・電話で

　　　　　　　　舞台発表・作品展示・体験コーナー・主催事業の紹介

　　　　　　　　五橋中学校吹奏楽部の演奏・東二番丁幼稚園の作品展示

          ◎同時開催：ジュニアリーダーと遊ぼう　10:00～15:00

　　　　　　　　出店コーナー

木町通市民センター
℡711･2561
fax212･4330
〒980-0801
木町通1-7-36

　　　　　　　　9:40～開会式　　9:45～オープニングセレモニー

                        ダンスパーティ（3Fホール　13:00～15:00）

               ★3月3日（日）９：４０～１５：４５

会場：青葉区中央市民センター

市民センターまつりのお知らせ

第9回　ふれあい祭　和気藹々☆一番町
　　　　　　　　　　　　　あいあい

               ☆3月2日（土）１３：００～１６：００

　　　　　　　　《県認証食品・授産施設・明成高校・地域商店》

　　　　　　　   簡単な工作をして遊びましょう！

　　　　　　　   ジュニアリーダーと一緒にバルーンアートや

                        作品展示

2月の市民センター休館日 4日(月)、12日(火)、18日(月)、２５日（月）



　　       　　       　　       　　       ※※※※施設利用施設利用施設利用施設利用のののの最新情報最新情報最新情報最新情報はははは、、、、仙台市仙台市仙台市仙台市ホームページ・ホームページ・ホームページ・ホームページ・市民市民市民市民センターホームページでごセンターホームページでごセンターホームページでごセンターホームページでご覧覧覧覧になれますになれますになれますになれます。。。。

センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

老壮大学プレ講座－東北の復
興と新聞の力

河北新報社社長に震災直
後からの新聞の役割につ
いて伺います。

60歳以上・
200人
〔先着〕

3/1(金）
10:00～11:30

無料
不要
直接会場へ

みやぎのムーンライトフェスティ
バル

4つの高校がコーラスやバ
ンド等で競演するコンサー
トをお楽しみください。

どなたでも
3/8（金）
18:00～20:00

無料
不要
直接会場へ

　　　                 　所在地：〒983-0824 宮城野区鶴ケ谷2-8-7鶴ケ谷ビル2階
　　　　                 TEL・FAX番号は変わりません。（TEL：251-1562  FAX：251-1564）

　            　    　仮事務所の窓口業務は次のとおりです。
　　　                  　○火曜日～土曜日（祝日及び年末年始を除く）　○午前8時30分～午後5時

宮城野区
中央市民センター
℡791･7015
fax295･2337

   市民   市民   市民   市民センターセンターセンターセンター利用利用利用利用のごのごのごのご案内案内案内案内（（（（宮城野区宮城野区宮城野区宮城野区）　　）　　）　　）　　

　     　  1月25日現在、鶴ケ谷市民センター以外、 区内すべての市民センターがご利用いただけます。

　　　　                  ＝ 鶴ケ谷市民センターは現在下記の仮事務所で業務を行っております ＝

情報情報情報情報

編集・発行者 仙台市宮城野区区民部宮城野区中央市民センター

〒983-0842    宮城野区五輪2-12-70

Tel: 791･7015/ Fax:295･2337

平成25年2月号・平成25年1月25日発行 No.20
※この事業ガイドでは2月に参加募集を行う事業を一覧として掲載していま

す。

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。

宮城野区 市民市民市民市民センターセンターセンターセンター
事業ガイド （募集講座案内）

2月号

平成25年

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、家族参加の場

合は全員分）、年齢（小･中学生は学校名、学年）、電話番号、ファクス

番号」を記入してください。

【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切り等がありま
すので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】定員、締め切り

等がありますので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座

バル
トをお楽しみください。

18:00～20:00 直接会場へ

明日へ　ツナグ　「希望」写真展
大震災から2年、希望や絆
をテーマにした写真展を行
ないます。

どなたでも
3/1（金）～3/17（日）
9:00～17:00

無料
不要
直接会場へ

「市民センターを拠点とした
新しいまちづくり事業」
①「子ども参画型社会創造
支援事業」フォーラム

各区中央市民センター
で実施した３事業の活
動報告・情報交換。

どなたでも
2/2(土)
13:00～17:00

無料
募集中
電話で

「市民センターを拠点とした
新しいまちづくり事業」
②「若者によるまちづくり実
践塾」フォーラム

各区中央市民センター
で実施した３事業の活
動報告・情報交換。

どなたでも
2/16(土)
13:00～17:00

無料 2/8までに電話で

「市民センターを拠点とした
新しいまちづくり事業」
③「住民参画・問題解決型
学習推進事業」フォーラム

各区中央市民センター
で実施した３事業の活
動報告・情報交換。

どなたでも
2/23（土）
13:00～17:30

無料
2/15までに電話
で

「地域づくり学び隊」
②市民主体のまちづくり～協働
への道
③コミュニティデザイン～新しい
地域づくりのカタチ

よりよい地域づくりを進
める人づくりをねらいと
して、講話や事例紹介・
グループワークをしま
す。

どなたでも

②2/10(日)
14:00～17:00
③3/8(金)
18:50～21:00

無料
募集中
電話で

「被災地は今－震災から復
興へ」展

仙台市市民文化事業団
との共催で、被災地の
かつての姿や、仮設住
宅等での手作り作品を

どなたでも
1/16(水)～2/16(土)
9:00～16:30

無料
不要
直接会場へ

fax295･2337
〒983-0842
五輪2-12-70

中央市民センター
℡295･0403
fax295･0810
〒983-0852
榴岡4-1-8

情報情報情報情報

編集・発行者 仙台市宮城野区区民部宮城野区中央市民センター

〒983-0842    宮城野区五輪2-12-70

Tel: 791･7015/ Fax:295･2337

平成25年2月号・平成25年1月25日発行 No.20
※この事業ガイドでは2月に参加募集を行う事業を一覧として掲載していま

す。

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。

宮城野区 市民市民市民市民センターセンターセンターセンター
事業ガイド （募集講座案内）

2月号

平成25年

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、家族参加の場

合は全員分）、年齢（小･中学生は学校名、学年）、電話番号、ファクス

番号」を記入してください。

【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切り等がありま
すので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】定員、締め切り

等がありますので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座

宅等での手作り作品を
紹介しています。

情報情報情報情報

編集・発行者 仙台市宮城野区区民部宮城野区中央市民センター

〒983-0842    宮城野区五輪2-12-70

Tel: 791･7015/ Fax:295･2337

平成25年2月号・平成25年1月25日発行 No.20
※この事業ガイドでは2月に参加募集を行う事業を一覧として掲載していま

す。

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。

宮城野区 市民市民市民市民センターセンターセンターセンター
事業ガイド （募集講座案内）

2月号

平成25年

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、家族参加の場

合は全員分）、年齢（小･中学生は学校名、学年）、電話番号、ファクス

番号」を記入してください。

【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切り等がありま
すので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】定員、締め切り

等がありますので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座



・・・宮城野区　市民センター事業ガイド　続き・・・センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

東口写真館
第３回写真展

テーマ「冬の楽しみ」に
合わせた作品や、東口
周辺、市内各地で撮影
した作品を展示します。

どなたでも
2/22（金）～3/7（木）
9:00～16:30

無料
不要
直接会場へ

宮城野さんぽみち
歌枕に詠まれた宮城野の
和歌について伊達宗弘氏
による講話を聞きます。

成人・50人
〔抽選〕

2/13(水)
13:30～15:30

無料

2/10(必着)までに
ファクス、往復はが
きまたは窓口へは
がき持参で

東口ますます元気教室

毎日を元気に暮らしていく
ために、認知症予防の話
の後、楽しく３Ｂ体操を行
い、心も体もますます元気
になりましょう。

概ね60歳以上の
方

2/20(水)
10:00～12:00

無料
不要
直接会場へ

東口ゆうえんち
こわいけど、おもしろい「真
冬のお化け屋敷」を開催し
ます。

小学1～3年生
2/23(土)
13:00～15:00
（受付は14:00まで）

無料
不要
直接会場へ

ホーム＆キッチン＆ダディ

お父さんが食品栄養学科
の大学生と一緒に簡単な
料理を作りながら、家庭で
の調理にも挑戦する講座
です。

仙台市内に勤務
している男性・
20人

①2/22（金）
②3/7（木）
18:30～20:30
※会場＝宮城野区中
央市民センター

1,500円
（2回分）

2/13までに仙台市
中央市民センター
まで電話で

わくわくワークショップ
就活の前に、新たな視点
で、どう働くか考えてみま
せんか？

就職活動前の
大学生・40人

2/26（火)
17:30～20:30

無料
2/15までにファクス
で

中央市民センター
℡295･0403
fax295･0810
〒983-0852
榴岡4-1-8

高砂市民センター
℡258･1010
fax259･7577
〒983-0014
高砂1-24-9

高砂サローネ1010
「春のキッチンファーム」

まだまだ寒い時期、家の中
で小さな野菜畑を作ってみ
ましょう。

成人・20人
〔先着〕

3/6（水）
10:00～12:30

無料
2/13 10:00～
窓口・電話で

榴ヶ岡市民センター
℡299･5666
fax299･5690
〒983-0842
五輪1-3-1

おはなしの部屋
日本昔ばなしがテーマの
遊びや絵本・紙芝居を親
子で楽しみましょう。

3歳までのお子様
と保護者・15組
〔先着〕

2/27(水)
10:30～11:30

無料
2/6 10:00～
電話・窓口・FAXで

東部市民センター地域懇談会

地域の方との情報交換と
東部市民センター事業に
ついて紹介、ご意見を伺い
ます。

地域住民・地域団
体40人

2/19（火）
14:00～16:00

無料
2/10までに
電話･FAXで

東部児童館共催
童謡コンサート

童謡愛好会による童謡コ
ンサートを親子で楽しみま
す。

乳幼児親子・
50組

2/27（水）
10:30～11:30

無料 当日直接会場へ

幸町市民センター
℡291･8651
fax291･8561
〒983-0836
幸町3-13-13

3.11から学ぶこと
＝震災体験を活かそう＝

「個人でできる防災の知
恵」についての講話を聞き
ます。

成人・20人
〔先着〕

2/21（木）
10:00～12:00

無料
受付中
窓口・電話で

田子市民センター
℡254･2721
fax254･2722
〒983-0021
田子2-4-25

たごっ子まつり&田子小学校・
田子中学校ジョイントコンサー
ト

ステージ発表や作品展示、
模擬店、田子小・田子中学
校吹奏楽コンサート

どなたでも
2/16(土)
10:00～16:00

無料 当日直接会場へ

東部市民センター
℡237･0092
fax235･7634
〒983-0037
平成1-3-27

2月の市民センター休館日

4日(月)、12日(火)、18日(月)、25日(月)    

2月の市民センター休館日

4日(月)、12日(火)、18日(月)、25日(月)    

※※※※鶴鶴鶴鶴ケケケケ谷市民谷市民谷市民谷市民センターセンターセンターセンター仮事務所仮事務所仮事務所仮事務所のののの2222月月月月のののの休業日休業日休業日休業日はははは 、、、、日日日日・・・・月月月月・・・・祝日祝日祝日祝日ですですですです。。。。

・・・裏面もどうぞ・・・



センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

ボッチャクラブ
赤球組と青球組に分かれて球を
投げ、的となる球との距離を競う
スポーツを体験してみませんか。

どなたでも・
40人

〔先着〕
2/16(土)10:00～12:00 無料 不要直接会場へ

若林区中央市民セン
ター学習発表フェスタ

市民センターを利用している団体
や地域で活動している皆さんの
ステージ発表・作品展示・体験
コーナーをお楽しみください。

どなたでも

2/16（土）10:00～16:00
作品展示・体験コー
ナー
2/17(日)10:00～16:00
作品展示・体験コー
ナー・お茶席・ステージ
発表（12:30～16:00）

無料 不要直接会場へ

まなびごっこ
「映画上映会」

異国で出会った二人の愛の結末
を描く「雨の朝パリに死す」を上
映します。

どなたでも・
96人

〔先着〕
2/22(金）13:30～15:30 無料 不要直接会場へ

まなびごっこ
【講話】自ら介護を受ける立場に

どなたでも・
3/5まで電話または窓

若林区中央市民センター
℡282･1173  fax282･1180
〒984-0827 南小泉1-1-1

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、

家族参加の場合は全員分）、年齢（小･中学生は学校名、

学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。

【託児付】 ( 1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切り

等がありますので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】 定員、締め切り等があります

ので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座

情報

若林区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

編集・発行者 仙台市若林区中央市民センター

〒984-0827 若林区南小泉1-1-1
Tel:282・1173/ fax:282・1180/ E-mail: wakachu@stks.city.sendai.jp

平成25年 2月号・平成25年 1月25日発行 No.20

※この事業ガイドでは 2月に募集・実施する事業を一覧として掲載しています。

ホームページ 【http://www.stks.city.sendai.jp/sgks】 もご覧ください。

2月号
平成25年

まなびごっこ
「いきいきシニア時代
を送るために」

【講話】自ら介護を受ける立場に
なって感じたこと

どなたでも
20人

〔先着〕
3/12(火）13:30～15:30 無料

3/5まで電話または窓
口へ

六郷市民センター
℡289･5127  fax289･6359
〒984-0835 今泉1-3-19

六郷地域支えあい事
業「いぐね　おぢゃっ
この会」

六郷地区にお住まいの被災され
た方がくつろげる「お茶飲み場」
です。

六郷地区に
お住まいの
被災された方

2/15（金）10:00～12:00 無料
募集中
電話または窓口へ

若林市民センター
℡282･4541 fax282･2637
〒984-0826 若林3-15-20

アフタヌーンコンサー
ト ｉｎ わかばやし

ソプラノ独唱を鑑賞し、早春のひ
とときを華やかに過ごします。

どなたでも 3/2（土）14:00～15:00 無料 不要直接会場へ

沖野市民センター
℡282･4571  fax285･4681
〒984-0831 沖野7-34-43

読み聞かせボラン
ティア研修会

読み聞かせで活用するわらべう
たと小物づくりを学びます。

成人･
20人

〔抽選〕
3/6（水）10:00～12:00 無料

2/20(必着）までにFAX、
往復はがきまたは窓口
へはがき持参で

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、

家族参加の場合は全員分）、年齢（小･中学生は学校名、

学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。

【託児付】 ( 1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切り

等がありますので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】 定員、締め切り等があります

ので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座

情報

若林区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

編集・発行者 仙台市若林区中央市民センター

〒984-0827 若林区南小泉1-1-1
Tel:282・1173/ fax:282・1180/ E-mail: wakachu@stks.city.sendai.jp

平成25年 2月号・平成25年 1月25日発行 No.20

※この事業ガイドでは 2月に募集・実施する事業を一覧として掲載しています。

ホームページ 【http://www.stks.city.sendai.jp/sgks】 もご覧ください。

2月の市民センター休館日 4日(月)、 12日(火)、 18日(月)、 25日(月)

2月号
平成25年

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、

家族参加の場合は全員分）、年齢（小･中学生は学校名、

学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。

【託児付】 ( 1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切り

等がありますので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】 定員、締め切り等があります

ので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座

情報

若林区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

編集・発行者 仙台市若林区中央市民センター

〒984-0827 若林区南小泉1-1-1
Tel:282・1173/ fax:282・1180/ E-mail: wakachu@stks.city.sendai.jp

平成25年 2月号・平成25年 1月25日発行 No.20

※この事業ガイドでは 2月に募集・実施する事業を一覧として掲載しています。

ホームページ 【http://www.stks.city.sendai.jp/sgks】 もご覧ください。

2月の市民センター休館日 4日(月)、 12日(火)、 18日(月)、 25日(月)

2月号
平成25年



センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

ながまち
夜のプロムナード
～震災復興祈念
　　ギターコンサート～

クラシックギター演
奏で癒しのひととき
をお楽しみください。

どなたでも
100人〔先着〕

2/22（金）
19：00～20：00

無料 不要直接会場へ

箏と尺八と沖縄エ
イサーによる和楽
団演奏会

懐かしい五音階の
響きにふれ古い日
本の音楽を堪能しま
しょう。

どなたでも
300人〔先着〕

2/15（金）
13：30～14：45
※会場＝太白区
文化センター楽楽
楽ホール
（開場13：00）

無料 不要直接会場へ

おはなしひろば
午後のひととき手あ
そびや絵本、紙芝居
を楽しみましょう。

どなたでも
2/20（水）
15：00～15：30

無料 不要直接会場へ

地震に負けない地
域防災

地域防災対策の基
礎と防災ネットワー
ク作りを学び、防災
リーダー育成を目指
します。

成人
40人［先着］

2/26（火）
18：30～20：30

無料 不要直接会場へ

秋保市民センター
℡399・2316　ｆax399-2394
〒982-0243秋保町長袋字
大原160-2

秋保ふるさと舞台
発表

秋保地域の市民セ
ンターを拠点に活動
している方々の発表
会です。

どなたでも

3/3（日）
9：30～15：00
※会場＝湯元市
民センター

無料 不要直接会場へ

柳生市民センター
℡306･6750  fax306･7081
〒981-1106　柳生7-20-7

第3回　柳生サタ
デーコンサート

二胡による美しい調
べをお楽しみくださ
い。

どなたでも
3/2（土）
13：30～14：20

無料 不要直接会場へ

太白区中央市民センター
℡304･2741　fax304・2526
〒982-0011長町5-3-2

西多賀市民センター
℡244･6721　fax244・0524
〒982-0034西多賀3-6-8

 はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、

家族参加の場合は全員分）、年齢（小･中学生は学校

名、学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。 

【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締

め切り等がありますので、ご確認の上お申し込みくだ

さい。 

【手話通訳･要約筆記付】 定員、締め切り

等がありますので事前に確認してください。 

連続で開催される講座 

対象を地域の方に限る講座 

情報 

  太白区 市民センター 
     事業ガイド （募集講座案内） 

編集・発行者  仙台市太白区中央市民センター 

〒982-0011太白区長町5-3-2 

Tel: 304･2741/ fax:304･2526/ E-mail: futochu@stks.city.sendai.jp 

平成25年2月号・平成25年1月25日発行  No.20 

※この事業ガイドでは2月に参加募集を行う事業を一覧として掲載しています。 

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。 

10    2月号 

平成25年 



センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

富沢市民センター
℡244･3977　fax307-5101
〒982-0036富沢南1-18-
10

おはなしの部屋

絵本の読み聞かせ・
紙芝居など、楽しい
お話の世界です。親
子で一緒にお楽しみ
ください。

乳幼児親子
2/13（水）
10：30～11：00

無料 不要直接会場へ

山田市民センター
℡244･0213　fax244・1843
〒982‐0813山田北前町
13-1

市民企画講座
小さな復興支援の
輪
－私達にできること－

3.11で被災された津
軽三味線奏者の江
戸川　仁さんの体験
談と演奏や復興の
今を取材したDVDの
上映等、笑顔の輪を
広げる交流会。

どなたでも
2/23（土）
13:30～15:00

無料 不要直接会場へ

  2月の市民センター休館日：４日(月)、１２日（火）、１８日（月）、２５日（月） 



センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

根白石市民センター
℡379･2108  fax376･5769
〒981-3221根白石字杉下
前24

かむりの里春待ち
凧揚げフェスタ

自慢の凧を持ち寄って早
春の大空に揚げてみませ
んか。地域紹介コーナー
や休憩コーナーもありま
す。

どなたでも
2/23（土）10:00～
12:00

無料 当日直接

勝又久美子ミニ・コ
ンサート
【黒松寿大学公開
講座】

ソプラノ歌手の勝又久美
子さんのミニ・コンサートで
す。日本の歌、オペラなど
を鑑賞します。

どなたでも
2/21（木）10:40～
11:30

無料 当日直接

黒松おやこひろば
親子で楽しくふれあいなが
ら、ヨガで体をほぐしましょ
う。

2～4歳児と
保護者・15
組〔先着〕

3/1（金）10:30～11:30 無料 当日直接

食生活で元気にい
きいき！

健康で若々しい暮らしを続
けるために、調理実習を
通して食生活を見直しま
しょう。

成人・20人
〔先着〕

2/14、2/21、2/28各
木曜日10:00～13:00

材料費実費
2/5  10:00～
費用を添えて窓口

みんなの居場所

子どもも大人もほっこりと
…みんなが楽しめるコミュ
ニティ・カフェを開きます。
和太鼓ワークショップや遊
びコーナーなどもありま
す。

どなたでも
2/16(土)10:00～12:00
会場：将監児童セン
ター

100円 当日直接

加茂ふれあい
ロビーギャラリー

地域で活動している「風工
房陶芸」の皆さんの作品を
展示します。どうぞご覧く
ださい。

どなたでも
2/5（火）13:00～
2/13（水）13:00

無料 当日直接

ロビートークサロン
地域の皆さんとの情報交
換の場です。ご意見ご要
望をお聞かせください。

管内にお住
まいの方

2/8（金）14:00～16:00 無料 当日直接

高森市民センター℡378･
9950  fax378･9969〒981-
3203高森6-1-2

街かどコンサート
ズンダダオーケストラによ
るジャズの生演奏をお楽し
みください。

どなたでも
3/3（日）13:30～15:20
会場：高森コミュニ
ティセンター

無料 当日直接

松陵市民センター
℡375･8101  fax375･6101
〒981-3108松陵5-20-2

うたごえ喫茶
こころ・あったかコ
ンサート

懐かしい曲で心が温まる
ようなミニコンサートをお楽
しみください。

どなたでも 2/8（金）10:00～11:00 無料 当日直接

長命ケ丘市民センター
℡377･3504  fax377･3508
〒981-3212長命ケ丘2-
14-15

フレンドスクール
「ベガ号がやってく
る！」

ベガ号の望遠鏡で、星空
を観察しましょう。星が見
えないときは、室内でお話
を聞きます。

どなたでも・
60人〔先着〕

3/6(水) 18:30～20:00
会場：長命ヶ丘小学
校校庭

無料
2/10　10:00～
窓口・電話・ファクス

松森市民センター
℡776･9510  fax776･9512
〒981-3111松森字城前9-
2

松森あったかコン
サート
「DELTA　樹の音コ
ンサート」

ピアノ、ケーナ、コントラバ
スによるトリオで、南米音
楽、ジャズ、クラシックなど
様々な要素を持つ独自の
サウンドをお楽しみくださ
い。

どなたでも
2/23（土）14:00～
15:00

無料 当日直接

桂市民センター
℡375･0550  fax771･5931
〒981-3134桂3-19-1

桂ロビーコンサート
フルートとバイオリンによ
る管弦楽コンサートです。

どなたでも
2/24（日）11:00～
12:00

無料 当日直接

黒松市民センター
℡234･5346  fax219･2038
〒981-8006黒松1-33-40

将監市民センター
℡372･0923  fax374･8704
〒981-3132将監8-2-1

加茂市民センター
℡378･2970  fax377･4565
〒981-3122加茂4-2

編集･発行者 仙台市泉区中央市民センター

〒981-3117泉区市名坂字東裏53-1

Tel: 372･8101/ fax:372･2447/ E-mail: izuchu@stks.city.sendai.jp
泉区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、

家族参加の場合は全員分）、年齢（小･中学生は学校

名、学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。

【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め

切り等がありますので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】 定員、締め切り

等がありますので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座

情報

２月号
平成25年

平成２５年１月２５日発行 No.２０

※この事業ガイドでは２月に参加募集を行う事業を一覧として掲載しています。

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。



センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

わくわくこどもチャ
レンジ

「寒さを吹き飛ばす小学生
大作戦」と題して、ミニゲー
ム大会を開きます。みんな
で楽しく遊ぼう。

小学生･30
人

2/16（土）13:30～
15:30

無料
2/1  10:00～
窓口・電話・ファクス

すずなりコンサート
仙台童謡愛好会の皆さん
といっしょに楽しく歌ってみ
ましょう。

どなたでも 2/9（土）14:00～15:30 無料 当日直接

わがまちみんなの
輪

腹話術の達人から楽しい
お話を聞きます。

どなたでも 3/2（土）14:00～15:30 無料 当日直接

南中山市民センター
℡379･4780  fax348･4340
〒981-3213南中山2-24-
12

２月の休館日 ４日（月）、１２日(火)、１８日(月）、２５日(月）
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