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＊＊ センターだよりはリサイクルできます ＊＊ 

〒981-3117 仙台市泉区市名坂字東裏 53-1 

TEL:022-372-8101 FAX:022-372-2447 

※HP“仙台市泉区中央市民センター”→ 検索 

E ﾒｰﾙ：izuchu-siminc@hm-sendai.jp 

12 月号 

 

No.2９７ 令和２年１２月 1 日発行 

QR コード読み取り対応機種をお持ちの 

方はご利用下さい。各市民センターの講座 

情報やセンターだよりなどが閲覧できます。 

市民センター2 階「展示ギャラリー」に、サー

クルの皆様の作品を展示してみませんか。 

（営利目的・カルチャー教室、宗教及び政治団体の

勧誘、企業の PR にはお使いいただけません。） 

◆展示期間：2 週間 

◇展示場所：2 階通路壁面・2 階フロア― 

◆作品形態：壁面・床置き展示、机上立体展示 

◇申込方法：「展示ギャラリー利用申込書」を 

   窓口にご提出いただき、受付となります。 

※詳細については、窓口またはお電話でお問合せ 

ください。 

 

師走を迎えなにかと気ぜわしい毎日ですが、いかがお過ごしでしょうか。今年は、いろいろな形で 

コロナウイルスに翻弄された一年でした。みなさまには、マスク着用や手指の消毒など感染症拡大予防

を含め市民センターの運営にご協力いただき、ありがとうございました。来年も新しい生活様式を取り

入れ、心身の健康づくりや地域活動に活かせる講座等をご提供できるよう取り組んでまいりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

泉区中央市民センター１階展示ギャラリーに、下記のとおり作品を展示いたします。 

どうぞ、ご覧ください。 

〇主  催：泉区まちづくり推進協議会・仙台市泉区 

〇共  催：社会を明るくする運動仙台市泉区推進委員会 

〇期 間：令和２年１２月１８日（金）～令和３年１月２０日（水） 
          ※開館時間（９：００～２１：００）においでください 

「泉区写真コンクール」・「青少年健全育成標語」 

入賞作品展示のご案内 

講座に参加される方へ（お願い） 

 マスクの着用、入室前の手指消毒、ソーシャル 

ディスタンスの確保をお願いします。また、37.5

度以上の発熱や息苦しさ、だるさ、 

咳や咽頭痛の症状がある場合は、 

参加をご遠慮ください。 

 

 

 

 

◆児童の冬季休業（冬休み）予定◆ 
・七北田小学校  12 月２６日（土）～１月５日（火） 

・市名坂小学校  12 月２６日（土）～１月５日（火） 

・野 村小学校  12 月２６日（土）～１月５日（火） 

 地域情報 

令和２年度 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「泉中央ルンルン子育て」講座 11 月 10 日(火) 

～『てあそびであそぼ』を開催しました～ 

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、乳幼児 

親子を 5 組募集しました。参加した 8 名の親子は、  

「てあそび」はもちろん、絵本を使っての「からだあそ

び」で日頃のストレスを解消して、 

楽しくすごしました。「コロナ禍で 

乳幼児向けのイベントが相次いで 

中止となり残念です。今日は楽しく 

過ごすことができました」という  

感想を皆さんからいただきました。 

年末年始は、市民センターを休館させていただ
きますので、よろしくお願いします。 
 

◆市民センターの休館日◆ 

12 月 28 日（月）～1 月 4 日（月） 

市民利用施設予約システム（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等）のサービス

停止期間 12 月 29 日（火）0:00～１月 4 日（月）9:00 

（システム停止期間中は、取消もできなくなりますので 

ご注意ください） 

◆市民センターの窓口・電話◆ 

年末は、12 月 27 日（日）21:00 まで 

年始は、 1 月 5 日（火）  9:00 から 

抽選申込(3 月分)受付⇒12 月 27 日(日)21:00 まで 

抽選結果確認・当選使用確定手続き 

⇒1 月 5 日(火)9:00 から、9 日(土)21:00 まで 

◆インターネット等申込◆ 

年末は、12 月 28 日（月）24:00 まで 

年始は、 １月 4 日（月） 9:00 から 

抽選申込受付⇒12 月 28 日(月)24:00 まで 

抽選結果確認・当選使用確定手続き 

⇒1 月 4 日(月)9:00 から、9 日(土)24:00 まで 

七北田ありす JL サークル定例会 11 月 1 日(日)開催 

今回は、要請の確認や活動報告後、クリスマス会の 

話し合いを行いました。スリッパ卓球、ドッチビーなど

の身体を動かすことができる内容が候補にあがりまし

たが、詳しいプログラムは 

当日に決めることになり 

ました。さて、どんな 

クリスマス会になる 

でしょうか？とても楽しみです。 

「心も身体もリフレッシュ」講座 10 月 21 日(水) 
～ラインダンスにチャレンジしました～    

短い振り付けを繰り返しながら 
向きが変わっていくラインダンス。 
どちらの足を踏み出すか迷ったり、
違う方を向いてしまったりしなが
らも、最後の仕上げではなんとか 
揃えることが出来ました。 

「見ても、実際に踊ってみても楽しかったです。」と  
皆さんしっかりリフレッシュできたようです。 

10 月 23 日（金）第 3 回目の講座が行われました。  
小雨の中受講生は七北田宿下町を中心に、地域の寺社を 
めぐり、最後は七北田刑場跡で講師からお話を伺いまし
た。受講生から「負の遺産でも伝えていくことが大切では 

       ないか。」「寺社で素晴らしい 
天井絵を拝見し、もっと詳し 
く調べてみたくなった。」 
など探求心が掻き立てられ
たまち歩きとなりました。 

 は、11 月 11 日（水） 
『フルートで楽しむ歌謡曲』と題したコンサートを 
行いました。市民センターでの最終回、フルートの 
音色に癒され大変喜んでいただきました。 
今後は通信学習として、 
「泉シニア塾通信」を  
発行し、資料での学習と 
なります。 
受講生の皆さまが集い、 

笑顔で再会できる日が 
一日も早く訪れますように。 

～講座の様子～ 

 11 月 6 日（金）第 4 回目の振返り講座が行われまし

た。今まで学んだ総集編として、講師から七北田・市名坂

の発祥やまち歩きの注意点や学び方についてお話をいた

だきました。後半はグループに 

分かれて地域の「残したいもの・ 

伝えたいもの」についてディス 

カッションしました。次につながる 

課題も見つかり、さらに継続して 

学んでいくことになりました。 

「いずみ探訪－地域案内人養成講座」 

 ご 案 内 

 

 

◆市民利用施設予約システムのご案内◆ 

2 月分利用当選確定期間 12 月  2 日(水)～12 月 9 日(水) 

2 月分空室利用申し込み 12 月 10 日(木)～ 

3 月分抽選申し込み期間 12 月 16 日(水)～12 月 27 日(日)

（インターネット等は 12 月 28 日(月)24:00 まで） 

※抽選申込の締切が通常より早まっていますのでご注意ください。 

 

◆12 月個人利用日◆ 

12 月 13・27 日（日）9：00～12：00 

使用料：大人 240 円/子ども 120 円（2 時間） 

バドミントン・卓球・エアロビクス等 

※用具・上靴はご準備ください。 

 

◆12 月の休館日◆ 

7 日(月)・14 日(月)・21 日(月)・28 日(月) 

29 日(火)・30 日(水)・31 日(木) 

 

【ご利用の皆様にお願い】 

   泉区中央市民センターの駐車場は、 

駐車台数が限られております。ご来館の際は、公共交通機関を

ご利用いただくなど、皆様のご協力をお願いいたします。 

 
 
 


