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開催時期や内容は変更することがあります。

30 年度事業のご案内

申込み方法等は市民センターだよりなどでお知らせします。

講座名
ルンルン子育て講座 2018
～北山子育てサロン
北山シルバースクール 2018

内容・対象など
内容：親子で楽しめる運動・遊び
季節感を取り入れた企画
対象：未就学児親子 15 組
60 才以上
(下記をご参照ください)

全９回予定
第４金曜日 10:00～11:30
５月～２月 (９回)

市民企画会議
「おばけ屋敷プロジェクト」

おばけ屋敷を企画します

５月～９月
(８回)

市民企画講座「北山納涼祭」

市民企画会議で企画し
恒例のおばけ屋敷を開催します

7 月～９月
(１回)

地域懇談会

地域の声を伺います

６月～11 月
(２回)

北山地区歴史ガイドボランティア
次世代養成講座

北山地区の歴史を学び、
ガイドの知識を習得します

６月～３月
(８回)

通町小学校連携講座
「わたしのまちの歴史探検」

通町小学校５年生、学校関係者
北山の寺社学習(一般の募集はありません)

６月～12 月
(２回)

第 11 回北山交流まつり

どなたでも！

10 月
(１回)

北山地区合同防災訓練

国見地区連合町内会東部ブロック

９月～11 月
(１回)

インリーダー研修会

小学校５年生・
子ども会の世話人

ルンルン子育て講座 2018
北山子育てサロン
「こどもの日を楽しもう！」
日
会
講
対
費
申

開催予定

時：
場：
師：
象：
用：
込：

4 月 24 日(火) 10:00～11:30
北山市民センター 和室 1
託児ボランティア「さくらんぼ」
未就学児と保護者 15 組 〔先着順〕
無 料
受付中 電話または窓口へ

平成 30 年度 北山市民センター 取組目標
・地域住民が気軽に立ち寄り交流できる場を提供する。
・地域課題を把握し、状況に応じた支援に努める。
・支援を行う中で関係団体とのコーディネートを適切
に行う。

１月

(１回)

小学校を通してご案内します

平成 30 年度「北山シルバースクール」
１年間の学習を通して、交流や生きがいづく
りを楽しみましょう！「ハーモニカ」と「川柳」
のクラブ活動もあります。
日

会
対
費
申

程：月 1 回
初回 5/25（金） 8 月を除く全 9 回
原則として第 4 金曜日 10:00～11:30
場： 北山市民センター
象： 60 歳以上 70 名〔先着順〕
用： 実 費
込： 受付中 定員になり次第締切
※【62 円普通はがき】7 枚に､申込者の住所・
氏名・郵便料金をご記入のうえ、窓口に
ご持参ください。

講座レポート
北山シルバースクール⑨
[春の音楽会」と閉講式

【公開講座】

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: 2/23(金)10:00～11:30
演 奏: ﾊﾞﾝﾄﾞﾈｵﾝ 渡辺公章氏 ｱﾙﾊﾟ 渡辺美和氏
参 加: 62 人
今年度最終回となり、一般
の方にも公開して、ご夫妻が
奏でるバンドネオンとアルパの
美しい響きをお楽しみいただ
きました。その後修了式で締
めくくり、お昼からは修了祝賀
会が開催されました。1 年間
皆様のご協力を賜り、誠にあ
りがとうございました。

日 時: 2/27(火)10:00～11:30
会 場: 北山市民センター 和室 1 参加:14 人
託児ボランティアの方々を講
師に迎え、みんなで手遊びをし
た後、和紙を使って素敵なおひ
な様を作りました。29 年度も、
国見地区民生委員児童委員
の皆さんにご協力いただき大変
お世話になりました。

「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。
日 時：4 月７日（土）13:30～16:00
(偶数月の第１土曜日)
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。

ジュニアリーダーとは、仙台市教育委員会
の支援を受け、活動している中学生・高校生
ボランティアです。市民センターを拠点とす
るサークルに所属し、地域の様々なボラン
ティア活動に積極的に取り組んでいます。

●●●４月の図書貸出日●●●

★ 貸出

■□■ ジュニアリーダーの主な活動 ■□■
各種定例会・要請活動・自主企画活動・各種研修会等
※登録には保護者の同意書が必要です。
【問合せ】北山市民センター
【ＴＥＬ】272-1020

水曜日・土曜日
※4/28（土）図書室はお休みです。

★ 時間 10:00～12:00 / 13:00～16:00
☆ 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。窓口へお声掛けください。

【新刊入りました】

地域トピックス

≪一般書≫

【三条中学校卒業式】

・雪子さんの足音

3 月 10 日(土)10 時より、三条中学校において、
第 69 回卒業証書授与式が行われました。
今年は 107 名が,
感謝の気持ちを胸に
巣立っていきました。
心を一つにした素晴
らしい歌声でした。

・西郷どん!(前編・後編)

【通町小学校卒業式】
3 月 16 日(金)通町小学校において、第 124 回
卒業式が行われ 53 名が元気に巣立ちました。

４月の休館日
２日（月）
・ ９日（月）
１６日（月）
・２３日（月）

・おらおらでひとりいぐも
・君たちはどう生きるか

≪絵本・児童書≫
・おめんです

・100 かいだてのいえ

・ごろん

・ともだちや

・ざんねんないきもの事典

ほか

【職員異動のお知らせ】
◆大変お世話になりました。
主任 若生 喜代子（荒町市民センターへ）
◆これからよろしくお願いします。
職員 山田 眞理子（中山市民センターより）
職員 浅野 賢治 （新任）
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