
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

2  火 ９月分抽選確定 （7/9 まで） 

5 金 
地域優先申込開始 

10 月分 窓口にて 10:00～ 

7 日 ジュニアリーダー 将監くれよん定例会 

10 水 ９月分空き室申込み開始 

11 木 桂友くらぶ③ 

12 金 移動図書館（10:40～11:10） 

13 土 男性地域デビュー講座③ 

14 日 ホール個人使用日（9:00～16:30） 

17 水 
10 月分抽選申込開始（7/31 まで） 

※インターネットは 7/16～ 

20 土 おもちゃ病院「Kei」（13:30～15:00） 

24 水 桂ジュニアカレッジ① 

26 金 移動図書館（10:40～11:10） 

27 土 
楽しくみどりびとをめざそう② 

第 1 回 桂健康フェア（お茶っこサロン） 

(公財) 仙台ひと・まち交流財団 

〒９ 〒９８１－３１３４ 仙台市泉区桂３－１９－１ 

TEL / 375－0550 FAX / 771－5931 

<Ｅメール〉 

katsura-siminc@hm-sendai.jp 
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時  間：13:30～14:30 
（雨天の場合は館内で  

別プログラムを行います）  

会  場：桂児童センター  園庭   

対  象：小学生  50 人  

申  込：7/5（金）から  

桂児童センターまで  

（窓口・電話で）  

持ち物：タオル、飲み物、水着、  

着替え、ビーチサンダル  
  

■ホームページ公開中です。ＱＲコード対応の機種をお持ちの方は、右記のＱＲコードをご利用ください。 

7月の主催講座・予定 

梅雨明けが待ち遠しい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。桂市民センターでは、 

今月も様々な講座を企画し、皆様の参加をお待ちしております。是非お気軽にお越しください。 

1 日(月)、8 日(月)、16 日(火) 

22 日(月)、29 日（月） 

○日 時：7 月 27 日（土）10:00～12:00 

○会 場：桂市民センター 第一会議室（講話） 

桂市民センター周辺の公園（散策） 

（桂市民センター第二会議室から変更になりました） 

○対 象：どなたでも 20 人  

○申 込：6/25（火）10:00～ 

窓口または電話で受付（先着） 

○準 備：鉛筆、飲み物、帽子、動きやすい服装 

 

 

泉区公園課の方から公園についてのお話を聞

いた後、桂市民センター近辺の公園まで散策を

行います。ぜひお気軽にご参加ください！ 

 

・第 1回 桂健康フェア（お茶っこサロン） 

主催：桂ボランティアの会・仙台市薬剤師会 

 日時：7/27（土） 14:30～16:00 

 場所：桂市民センター        

 
・桂 DEまつり 

日時：8 /3（土） 15:00～19:00（予定） 

場所：桂小学校校庭（雨天決行） 

※小雨決行、荒天の場合は第一会議室での講話のみに 

内容を変更する予定です。 

 



※ご希望の方は桂市民センターまでご連絡ください。 

※事前申込が必要な体験会については、体験会の 7日前までに市民センターへ申込（窓口・電話）をお願いします。  

 

 

 

 

 内容 サークル名 日時 会場 費用 人数 事前申込 

1 軽体操 
桂アロマ DE 

ヨガサークル 

7月 10日（水） 

19:00～21:00 
和室 1 不要 10名 必要 

2 軽体操 3B体操サークル桂 7月 10日（水） 

13:30～15:00 
第 1会議室 不要 10名 不要 

3 リトミック 
すくすくリトミック 

サークル 

7月 12日（金） 

10:30～11:30 
第 1会議室 不要 親子 10組 必要 

4 軽音楽 泉ギターサークル 
7月 13日（土） 

14:00～16:00 
第 2会議室 不要 5名 不要 

5 軽体操 
ヨガサークル 

よつ葉のクローバー 

7月 17日（水） 

10:00～11:30 和室 1 不要 10名 必要 

6 大正琴 桂すいせんの会 
7月 18日（木） 

10:00～11:30 
創作室 不要 5名 必要 

7 手芸 
桂パッチワーク 

キルトサークル 

7月 23日（火） 

13:00～16:00 
第 2会議室 必要 5名 必要 

8 太極拳 打打太極拳桂クラブ 7月 23日（火） 

10:00～10:30 
第 1会議室 不要 10名 不要 

9 そば打ち 麺好クラブ 
7月 28日（日） 

9:00～12:00 
調理実習室 1,000円 10名 必要 

10 水墨画 桂墨画サークル 
7月 30日（火） 

11:00～12:00 
創作室 不要 5名 不要 

● 開催日時 ： 令和元年 10 月 19 日（土） 9:30～15:30（予定） 

● 募集内容 ：作品展示・・絵画、手芸、書道、木工など 

● 注意事項 ： ★桂地区在住のアマチュアの方に限ります。 

★展示スペースには限りがあり、ご希望に添えない場合もございますのでご了承下さい。 

 申込み締切：8月 10日（土） 

～7 月の巡回のお知らせ～ 

7 月 12 日（金）、26 日（金） 

10:40～11:10 

桂市民センター 駐車場 

※雨や強風の場合は 

中止になります。 

7 月 14 日（日） 

9:00～16:30 

使用料（2時間） 

一般   240円 

小中学生 120円 

 

＊ラケット、ボール等は 

お持ちください。 

＊コートは専有できません。 

 譲り合ってお使いください。 ※この用紙はリサイクルできます 

移動図書館 

多目的ホール個人使用日 
 

桂おもちゃ病院「Kei」は、ボラン
ティアの人たちによるおもちゃの
病院です。大切にしていたのに、こ
われてしまったおもちゃはありま
せんか？おもちゃドクターがなお
します。 
※品物・状況によっては、修理でき
ないものもあります。 
 

 

桂おもちゃ病院 Kei  

7 月 20 日（土） 

13:30～15:00 です。 


