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「北山ブックフェスティバル」
楽しいお話をたくさんバスに乗せて、全国
訪問おはなし隊が北山にやって来きます。
日程：９月１２日(土)１５:００～１６:００
会場：北山市民センター 駐車場
対象：未就学児～小学生 ２０人 ※保護者同伴
費用：無料
申込：当日、直接会場へ
※駐車場に限りがありますので公共交通機関をご利用下さい。

北山子育てサロン
「お月様にっこりおだんご作ってお月見しょう」
親子で簡単なお月見だんごを作って食べ
紙芝居や小麦粉粘土で遊びます。
日時：９月８日(火)１０:００～１２:００
会場：北山市民センター 和室 1
対象：未就学児と保護者 ２０人
費用：無料
申込：電話または窓口で受付中です
4:z
未就学児が一緒に遊び、母親同士子育ての
悩みなどをはなせるサロンを開催しています
日時：９月２９日(火)１０：００～１２：００
申込：当日、直接会場へ

「北山寺子屋」－秋休み科学遊び
身近な物を使って、科学のふしぎを楽しみます
日程：１０月１４日(水)１０:００～１１:３０
会場：北山市民センター
第１会議室
講師：地域の科学ボランテイア
対象：小学２年生～４年生 １５人
費用：無料
申込：９/９(水)9 時～電話または窓口へ
※詳細は学校配布のチラシをご覧ください

「女子力ＵＰ講座」―北山レディースクラブ
昨年に続き、女性がいきいきと輝くテーマで、
新たな内容も加えて開催します。
対象：地域の女性 ３０人（先着順）
費用：②材料費 １，０００円
持ち物：②エプロン、三角巾
申込：8/25(火)～9/10(木)まで、電話または
北山市民センター窓口へ、材料費を
添えてお申込ください。
日

時

内

容

講

師

9月12日（土）
① 10:00～11:30

講話
「薬膳料理の効用
について」

薬剤師
安積 茉莉子 氏

9月19日（土）

調理実習
「夏バテ解消！
薬膳料理」
講話
「言葉づかいの
みがき方」
講話
「整理収納、
初めの一歩」

薬剤師
安積 茉莉子 氏

➁ 10:00～13:00
9月26日（土）

➂ 10:00～11:30
10月3日（土）

④ 10:00～11:30

ﾌﾘｰｱﾅｳﾝｻｰ
矢野 加代子 氏
整理収納ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
山崎 真弓 氏

初めての仙台暮らし「留学生応援講座」

The first Sendai lecture for
foreign exchange Student on
how to Survive an Earthquake！
Date：October 10(Sat.) 10:00 a.m.‐12:00 p.m.
Place：University House Sanjo Student Hall
Program：①View a DVD on Disaster Prevention.
②An overview of the Great East Japan Earthquake
and its effect on Sendai City.
③Let’s sample an emergency food.
④Introduction of emergency supplies.

Participants：Any foreigner who hasn't
experience an earthquake disaster.
Application：Please fill in the application
form, and post it in the box in front of
the office of University House Sanjo.
Planning by:
University House Sanjo.
Sendai Tourism,Convention and International Association.
Kitayama Citizen Center.
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「北山ＪＯＹＦＵＬ★ライブ」
～楽しい腹話術～

「北山シルバースクール」
～川柳を作ろう①～
日程：7 月 24 日（金）10:00～11:30 （参加 3６人）

宮城県川柳連盟理事の水戸一志氏を講師に
「川柳とは」をテーマに、鑑賞の仕方や作り方等に
ついて話していただき、実際にみんなで作ってみ
ました。
作った川柳の講評をいただ
き 、改 めて 視 点 の 持 ち 方 、
ユーモアの大事さ、人生の
喜びや希望を、五七五で表
現する大切さを学びました。

地
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日程：7 月 28(火)10:00～11:00 (参加 63 人)

ロゴス腹話術研究会みちのく支部から、３人の
お人形さん（こうちゃん、さんちゃん、しょうちゃん）
がやってきてくれました。小さいお子さんにも分り
やすい交通安
全や早寝早起
きの話をしても
らい、みなさん
たくさん笑って
楽しみました。

「北山子育てサロン」
～水遊びを楽しもう～

地域の夏祭り

日程：7 月 28(火)11:00～12:00 (参加 54 人)

猛暑の中、北山・国見地域恒例の夏祭りが開催さ
れ、市民センター職員も参加させて頂きました。
◆８/2(日)東北福祉大学正門脇駐車場では「千代田
町内会親睦盆踊り大会」が開催されました。やぐらを
囲んで子供も大人も楽しく踊っていました。
◆８/８(土)羽黒神社境内では「北山北部町内会第 31
回夏祭り」が開催、屋台も出て楽しく・おいしく地域の
親睦と融和をスローガンに行われました。
◆８/８(土)・９(日)国見小学校にて、「第２３回くにみ
夏まつり」が開催されました。町内会・子供会による屋
台、三条中学校生徒による和太鼓演奏、東北福祉大
学の学生ボランティアグループ
による各催しが校庭一面に並ん
でいました。

子ども達が楽しみにしていたビニールプールに入り、
水遊びとおもちゃの金魚
すくいで遊びました。
中には、楽しくてプール
からなかなか出たがらない
子どももいました。

お
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せ
おもちゃ病 院
こわれたオモチャを直します！
★日時：１０月３日 (土) 13:30～16:00
★会場：北山市民センター 2 階 第２会議室
★ドクター：仙台おもちゃ病院エコ
☆当日、直接会場にお越しください。

第１５回市民医学講座
●●●９月の図書貸出日●●●

日時：９月２９日（火）18:30～19:30
会場：北山市民センター 第 3 会議室
演題：「白内障について」～症状と治療～
講師：東北大学病院眼科医局長 横倉俊二先生
主催：千葉クリニック
後援：国見地区連合町内会

９月の休館日

【発行】(公財)仙台ひと・まち交流財団 仙台市北山市民センター
〒981-0934 仙台市青葉区新坂町８－４

７日（月）
・ 1４日（月）
２４日（木）
・ 2８日（月）

★貸出 水曜日・土曜日
★時間 10:00～12:00 / 13:00～16:00
★９/２３(水・祝)貸出はお休みです。
☆本の閲覧は、市民センター開館日 9 時～17 時
いつでも可能です。窓口へ声掛けください。

電話 ２７２-１０２０ ・ FAX ２７２-１０３６
検索

http://www.sendai-shimincenter.jp

