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「みんなで遊 ぼう」
未就学児が一緒に遊び、親子で楽しめるサロン
を開催しています。
日時：2 月14 日（水） 10:00～11:30
申 込 ：不要、当日直接会場へ

ルンルン子育て講座 北山子育てサロン
「おひな様を作って楽しみましょう」
日時：2 月27 日（火） 10:00～11:30
会場：北山市民センター 和室１
講師：託 児 ボランティア「さくらんぼ」
代表 田中 教子 氏
対象：未就学児親子 先着 15 組
費用：無 料
申込：電話または窓口へ 募集中！
朗読サークル『たまてばこ』よりお知らせ

第２回 朗読ライブ

小説・エッセー・童話・昔話など 7 作品。
ライアーの響きとともに素敵な朗読の時間を
お届けできたらと思います。
日時：2 月24 日（土）13:30～15:00
（13:15 開場）

会場：北山市民センター トレーニング室
入場無料・申込不要・出入自由

公開講座

北山シルバースクール

春の音楽会「魅惑のハーモニー」
ご夫妻が奏でるバンドネオンとアルパの響きをお楽し
みください。懐かしい歌謡曲も一緒に歌いましょう ♬
曲目 ラ・クンパルシータ エル・チョクロ
コンドルは飛んでいく 鐘つき鳥他

時： 2 月 23 日（金）10:00～11:30
場： 北山市民センター 第 3 会議室
演： バンドネオン 渡辺 公章さん
ア ル パ
〃 美和さん
対 象： どなたでも 20 人（先着）
参加費： 無 料
申 込： 1/24(水) 9:30～ 電話または窓口へ
日
会
出

平成 30 年度

「北山シルバースクール」受講生募集
シニアの方に向けた内容です。１年間の学習を通し
て、皆さんとの交流や生きがいづくりを楽しみましょう！
日 程：月１回 8 月を除く全９回 初回 5/25(金)
原則として第４金曜日 10:00～11:30
会 場：北山市民センター
対 象：60 歳以上 70 人（先着）
費 用：実 費
申 込：3/7（水）10:00～
窓口へ【62 円普通はがき】７枚に、郵便番号・
住所・氏名を記入して、持参願います。

平成 30 年度 市民センター使用料減免登録申込みについて
１．登録受付期間

2 月 9 日（金）～2 月 28 日（水）

２．必要書類 ※詳細は窓口にお問合せください。
◆継続申込（5 割減免の場合）
①減免登録申込書 ※用紙は窓口で用意
②会則
③事業計画書 ※直近のもの
④名簿 ※氏名・住所が記載の最新のもの
⑤減免登録証の写し
⑥利用者カード

３．申込にあたっての留意点
・減免登録申込は、主に利用を予定している市民セン
ターに提出してください。
・減免登録申込書に記載された「会の目的・活動内容」
（団体本来の活動）で市民センターを使用する場合に
使用料が減免されますので、申込書には具体的な活動
内容をご記入ください。
・期間内に手続きが行われない場合は、平成 30 年度６
月分以降の使用料が減免されない場合があります。
・地域利用団体登録届書を提出する場合は、減免登録
証と合わせて提出してください。(3/5 まで承認されるよう)

北山シルバースクール⑦

ルンルン子育て講座―北山子育てサロン

「簡 単 で楽 しい英 会 話

「クリスマスを楽しみましょう！」

―もし、道 を聞 かれたら！ 」

日時：12/12(火) 10:00～11:30
会場：北山市民センター 和室１
参加：8 人

日時：12/22(金) 10:00～11:30
講師：佐藤 由利子氏
参加：29 人

託児ボランティア「さくらんぼ」の田
中教子さんと北野直美さんのおふ
たりを講師に迎え、楽しい手遊びを
教えてもらい、色画用紙を使ってか
わいいクリスマスツリーも作りました。
今回も、国見地区民生委員児
童委員協議会の 3 名の方々にご
協力いただき、楽しい時間を過ごす
ことができました。

北山には多くの外国人が住ん
でいます。そこで今回は、簡単な
英会話での挨拶や道案内を学び
ました。
Nice to meet you.
Nice to meet you,too.
講師の明るい大きな声に続いて皆さんで復唱したり、ハー
モニカの伴奏で『My Country Home』（ふるさと）を
歌ったり、楽しい学びの時を過ごしました。

ジュニアリーダー定例会
日時：1/14(日) 10:00～12:00
会場：北山市民センター 和室３
参加： 7 名

～国見地区連合町内会新年祝賀会～
お魔職『
伝し員ぶ昨
えてがら年
し、地りよ
てそ域町り
いのの内取
ま活町会り
す動内』組
。の会。
セみ
様にン始
子おタめ
を邪ーた

中学１年生２人を新メンバーに
迎え、今年初の定例会を開催しまし
た。後輩が入り、ますます活動が活
発になるジュニアリーダーです。
インリーダー研修会や子ども会の要
請に欠かせない、手遊びやゲームの
研修をしました。ゲームをすればする
ほど盛り上がり、誰もが要請に応えら
れるようになりました。

1 月 6 日(土)東北福祉大ステーションキャ
ンパス国際交流ホールにおいて祝賀会が行
われました。町内会をはじめ福祉・教育・防
災など関係団体の方々を含め 78 人が参加
し、国見地区の絆をさらに深めていました。

お
お知
知ら
らせ
せ
羽黒神社どんと祭

1/14(日)

●●●2 月の図書貸出日●●●

新刊本が入りました！
●水曜日・土曜日
●時間 10:00～12:00
13:00～16:00
● 3(土)・7(水)・10(土)・14(水)・
午後 6 時に火入れの儀式が行われ、温
かい甘酒がふるまわれる中、参拝者は今
年一年の無病息災を祈願していました。

２月の休館日

17(土)・21(水)・24(土)・28（水）

◎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。

日時：２月３日（土）
4 月７日（土）
13:30～16:00
会 場：北 山市民セン ター
第２会議室
※部品交換など実費を
頂く場合があります。

【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

5日
（月）・ １３日
（火）
19 日
（月）・ 26 日
（月）

「仙台おもちゃ病院エコ」の
みなさんが、壊れたおもちゃ
を修理します。

電話 ２７２-１０２０ ・ FAX ２７２-１０３６
検索

http://www.sendai-shimincenter.jp

