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仙台市市民センターの出前講座 

 

市民センターは主に住民への生涯学習の機会提供として、地区市民センターでは、管轄エリア内に存す

るコミュニティ・センターや地域の集会所などを会場に「出前講座」を開催している。 

 

出前講座の会場例 

・コミュニティ・センター 

・地域の集会所、公会堂、老人憩の家 

 ・復興公営住宅集会所 

・児童館、保育園 

・小学校、中学校、高校 

 

平成 29 年度実績 

 実施館数（単位：館） 講座数（単位：講座） 参加延人数（単位：人） 

合計／総数 47 館／全 60 館 125講座／全1,037講座 31,678 人／全 356,612 人 

 

館名 事業名 コマ数 参加延人数 連携等相手先 

柏木 柏木出前講座 5 195 各町内会、社会福祉協議会 

柏木 地域防災講座 ２  29  

北山 初めての仙台暮らし「留学生応援講座」 1  69 ユニバ―シティ・ハウス三条（公財）仙台観光国際協会 

福沢 
にこにこ親子クラブ～パパもいっしょに

～ 
3  22 小松島児童館・ママ☆ボラ(ママさんボランティア） 

福沢 ジュニアリーダーとあそぼう！ 3  108 北六コミュニティ児童館・東六児童館・上杉児童館 

福沢 
地域力創造支援事業 わが町再発見“私の

住む町 どんな町” 
15 113 

梅田町町内会・小田原市営住宅自治会・北六地区連合町

内会・東六地区連合町内会・社会福祉協議会中核支えあ

いセンターあおば・東北文化学園大学・管内児童館 

福沢 災害に備えよう 6  400 北六・中江地区地域防災連絡会・中江地区町内会連合会 

旭ヶ丘 13 歳からのコミュニケーション 1  161  仙台市立台原中学校 

旭ヶ丘 市民センターがやってくる 4  98 
旭ケ丘町内会、瞑想ケ丘町内会、旭ケ丘中央サロン会、

旭ケ丘四丁目町内会 

三本松 三本松寺子屋 8  122 台原小学校、台原児童館、荒巻マイスクール児童館 

三本松 三本松市民センターがやって来る！ 5  27 台原東部、連合町内会 

片平 防災講座 ペット同行避難 4  74 
片平地区まちづくり会・片平丁小学校・片平丁小社会学

級・仙台市動物管理センター・ＮＰＯ法人エーキューブ 

片平 
片平人に優しい街づくりフォーラム～猫

でつながる人と人 
8 139 花壇・大手町町内会・仙台市動物管理センター 

片平 片平ひだまりサロン 24  170 五橋地域包括視線センター・花壇大手町町内会 

水の森 荒巻地区・桜ヶ丘地区出前講座 2 78 
荒巻地区町内会連合会・荒巻地区社会福祉協議会・桜丘

学区連合町内会・桜ヶ丘コミュニティ市民委員会 

水の森 水の森防災学校 3  139 
北仙台地区、連合町内会、北仙台地域、防災ネットワー

ク会議 

貝ヶ森 防災情報発信講座 3  650 仙台市立仙台高等学校、仙台市立第一中学校 

貝ヶ森 中学生のハローワーク 2 197 
仙台市立第一中学校、貝ケ森児童館、貝ヶ森子育て支援

クラブ「花時計」 

貝ヶ森 楽しく歩こう！～雷神堂界隈をたずねて 1  11 国見町内会、東北文化学園大学 

中山 かわだいらお楽しみ劇場 1  15 
川平マイスクール児童館、かわだいラッコ子育てサロ

ン、川平地区社会福祉協議会 

中山 ジュニアリーダーと作って遊ぼう 2  150  

中山 防災講座 2  34 中山地区防火協会,西勝山町内会 

中山 懇話会 2  9 西勝山町内会、社協、民生委員 

折立 中学生の防災教室～僕たち私たちの力～ 1  105 折立中学校,折立地区防災対策連絡会 

折立 災害に強いまちをめざして 2  105   

資料 ３ 



2 
 

館名 事業名 コマ数 参加延人数 連携等相手先 

木町通 木町通小学校 PTA 花火 まつり 1  382 木町通小学校 PTA、木町通児童館 

木町通 木町通小学校連携講座 2  132 木町通小学校 

広瀬 地域で伝える「平和学習」 5  65 
仙台市戦災復興記念館、広瀬文化センター、広瀬・愛子・

錦ケ丘各小学校 

広瀬 
子ども参画型社会創造支援事業カッパダ

川プロジェクト 2017 
21 37  

広瀬 絆づくり田んぼアート 19 757 

絆づくり田んぼアート実行委員会、絆づくり田んぼアー

ト運営委員会、愛子小学校、広瀬小学校、錦ケ丘小学校、

広瀬中学校、愛子児童館、広瀬マイスクール児童館、錦

ケ丘児童館、仙台高等専門学校、JA 仙台宮城支店、JA

仙台西部営農センター、JA 仙台各実行組合長、、みやぎ

仙台商工会愛子支所、広瀬地区連合町内会、上町町内会

連合会、錦ケ丘連合自治会、錦ｴｽﾃｰﾄ㈱、水田所有者、宮

城県測量設計業協会仙台支部、仙台市広瀬文化センター 

宮城西 出前講座 8 144 宮城西地区管内町内会 

宮城西 “ゆうゆうの森”再生プロジェクト 11  506 上愛子学区連合町内会、上愛子小学校、上愛子小 PTA 

大沢 大沢地域出前講座 6 184 大沢地域内各町内会・社会福祉協議会・子ども会 

大沢 大沢・川前地域交流ネット あがれ！天旗 6  51 
大沢川前地域交流ネットあがれ！天旗実行委員会・大

沢・川前地区各町内会・各児童館 

落合 
市民企画講座「追憶・戦争の時代~広瀬村

を語る」 
2  278 仙台市戦災復興記念館・宮城県宮城広瀬高等学校 

落合 

地域力創造支援事業、複数年事業 落合復

興公営住宅出前講座「復興公営住宅におじ

ゃまします」 

6 39 落合・栗生連合町内会・落合栗生地区社会福祉協議会 

落合 地域防災講座 1  94 宮城消防署,落合東町内会 

落合 落合栗生ふれあい工房 5  10 小規模多機能ホーム「アイリス」 

宮城野区中央 地域が伝える平和学習 1  75 原町小学校、戦災復興記念館 

宮城野区中央 すずむしの里 宮城野 5  539 すずむしの里づくり実行委員会 

宮城野区中央 ジュニアとあそぼう！ 2  162 原町児童館 

宮城野区中央 高校生がやってくる！ 2  32 仙台工業高校・常盤木学園高校 

宮城野区中央 原町小学校地元学 4  224 原町小学校、仙台市歴史民俗史料館 

宮城野区中央 佐々木喜善と怪談話～遠野物語を中心に 1 146 清水沼町内会 

高砂 
高砂子育てサロン～子育てママの元気塾

～ 
7  98 高砂児童館、高砂民生委員児童委員協議会 

高砂 地域小学校連携講座「学びの講座」 9  153 
高砂小学校、岡田小学校、鶴巻小学校、高砂中学校、地

域サークル、高砂児童館 

高砂 地域力創造支援事業「新浜たんぼ学校」 5  439 
新浜町内会、新浜協業組合、高砂老人クラブ連合会、新

浜女子会、宮城野親子で料理プロジェクト 

高砂 復活岡田 環境こどもまちづくり計画 5  232  岡田地区町内会、岡田小学校、東北学院大学 

高砂 「中野ふるさと学校」 39  1,239  
宮城野区中央市民センター、広瀬川倶楽部、３．１１オ

モイデアーカイブ 

岩切 いわきり子育てネットワーク 5  344 

岩切児童館、岩切たんぽぽ保育園、岩切東光第二幼稚園、

岩切青空保育園、主任児童委員、岩切社会学級、子育て

サークル他  

鶴ケ谷 つるがや子育て応援ひろば 6  219 
鶴ケ谷東民児協、西山・鶴ケ谷西・東ﾏｲｽｸｰﾙ・燕沢児童

館 

鶴ケ谷 キャップハンディ体験 8  402 
鶴谷・鶴谷東・燕沢小学校、鶴ケ谷・燕沢包括支援セン

ター、鶴ケ谷老人クラブ連合会 

鶴ケ谷 君もプチレスキュー 4  332 
鶴谷・西山中学校、鶴ケ谷西・東民児協、宮城野消防署

鶴ケ谷出張所、東北福祉大学 

鶴ケ谷 すずむしの自然学校 5  263 鶴谷・鶴谷東小学校 

榴ケ岡 輝く社会人になろう 21 90   

榴ケ岡 復興公営住宅出前講座 4  140 
榴岡地区民生委員児童委員協議会・榴岡地区社会福祉協

議会・仙台市公園緑地協会・榴岡地域包括支援センター 

榴ケ岡 榴岡地区エキサイティング事業 22  414 
榴岡地区町内会連合会、榴岡地区防犯協会、榴岡地区社

協、榴岡地区民児協、榴岡地区社明、榴岡地区日赤 

東部 東部子どもの育ちを支えるプロジェクト 14 809 

東部児童館・東部子育て支援クラブ「チューリップ」・

東仙台小学校・東仙台中学校・新田小学校・新田地区各

老人クラブ・新田よろこびの会・荒浜文庫・中原振興会・

交遊会・多羅葉の会・若葉クラブ 
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館名 事業名 コマ数 参加延人数 連携等相手先 

東部 
子ども参画型社会創造支援事業 

新田まちづくりこども計画 
11 393 

新田小学校、SFAC 新田おやじの会、新田よろこびの

会 

幸町 
学校へ行こう隊－子どもを育てる大人の

力 
3 15 枡江小学校・幸町南小学校 

幸町 
一人ひとりにやさしい防災の輪―防災で

つながる人と人― 
6  82 

枡江学区町内会連合会・枡江小学校・仙台市水道局・宮

城野区消防署鶴谷出帳所・幸町児童館 

田子 夏の講座 8  251 田子小学校、高砂小学校 

田子 田子今昔物語 17  205   

田子 
復興支援事業出前講座「田子西であいまし

ょう」 
7 84   

田子 みんなで学ぶ地域防災 2  2,835 

田子中学校・田子小学校・高砂小学校・高砂第一民児協・

田子中学校区 14 町内会・福田町地域包括支援センタ

ー・宮城野高校 

福室 地域で育む学びの芽 4  277 
福室小・中野栄小・高砂おたから探訪の会・ふくむろあ

そびの応援団 

福室 ふくむろ和みサロン 6  318 
高砂第２民児協、出花町内会、福室若葉町内会、高砂西

区町内会、高砂東町内会 

福室 「福室思いやりネットワーク」構築検討会 10  100 高砂第２民児協・高砂東町内会 

若林区中央 【出前講座】シニア元気倶楽部 2  32 
大和蒲町地域包括支援センター・遠見塚地域包括支援セ

ンター 

七郷 七郷子どもクラブ 6  389 
七郷児童館・蒲町児童館・七郷小おやづの会・冒険あそ

び場・七郷地区社協等 

七郷 

市民企画会議「つながる・ひろがる・七郷

の輪」企画講座 蒲町出前講座「寒い冬を

歌って笑って元気に！」 

1  18 七郷小学校・蒲町小学校各社会学級 

七郷 ハートフルコンサート 3  310 蒲町小学校 

七郷 わたしのまち七郷 14  249 七郷地区町内会連合会・七郷小社会学級・未来へ－郷浜 

六郷 サロン・シング・あ・ソング 6  135   

六郷 ここ・そこ・どこでも・六郷ふるさと音頭 6  400 六郷小学校 

六郷 
六郷交流サロン「おじゃまします、市民セ

ンターです」 
5  63   

若林 
若林小学校連携事業「わかばやし歴史探

検」 
2  141 仙台市立若林小学校・仙台市教育委員会文化財課 

若林 古城小学校連携事業「仙台まち再発見」 3  165 仙台市立古城小学校・仙台市教育委員会文化財課 

若林 みんなで守ろう！若林 3  193 
古城小学校、同校ＰＴＡ、若林学区防災協議会、八軒中

学校、若林小学校 

若林 
地域力創造支援事業みんなでつくる“活気

と思いやりのあるまち若林” 
5  375 

若林地区町内連合会、町内会、社協、民児協、婦人防火

クラブ、消防団、若林小学校、同校ＰＴＡ 

生出 出前講座 12  220 
生出地区町内会婦人部、茂庭地域包括支援センター、山

田地域包括支援センター 

生出 地域活性化懇談会 2 11 
北赤石、南赤石、松場、坪沼北、根添、中沖、板橋各町

内会 

生出 親子ふれあい農業体験 in 坪沼 4 60 菜援隊 

生出 生出地区「食文化の伝承」 3 51 やるっちゃツボヌマ、菜援隊 

生出 第 29 回「蛍と平家琵琶の夕べ」 1  1,500 ふるさと坪沼実行委員会 

生出 
地域力創造支援事業 ホタルの里・坪沼プ

ロジェクト 
13 665 

ふるさと坪沼実行委員会、北、中沖、板橋、根添各町内

会、坪沼子ども会、生出小学校 

中田 
「中田の魅力探訪」残す・伝える・中田の

魅力 
4  140  

中田 
市民企画講座「見て・聞いて歩いて考える

中田の防災」 
2  38  

中田 

地域力創造支援事業 つながる・ひろがる

中田地区未来づくりプロジェクト～まだ

まだあるよ！中田お宝調査隊～ 

15 249 

4 町内会連合会(中田・中田西部・中田中部・東中田)・

社協・民児協・商工振興会・婦人部・中田小 PTA・中

田中 PTA・公運協 

八本松 八本松ほっこり出前サロン 5 35 
あすと長町市営住宅ひまわり会・あすと長町第三復興住

宅自治会 

八木山 

広げよう！「八木山防災の輪」～「ぼうさ

いダック」「ぼうさいダンス」で地域をつ

なごう～ 

6  284 
太白消防署八木山出張所、婦人防火クラブ八木山支部、

八木山中学校、東北工業大学 

山田 子育て支援講座「みんなの部屋やまだ」 6  39   

山田 みんなで学ぼう！山田わんぱくクラブ 3  77 児童館(上野山・太白 MS・人来田 MS)、縄文の森広場 
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館名 事業名 コマ数 参加延人数 連携等相手先 

山田 福祉フォーラム 4  277 
山田鈎取地域社会福祉協議会、山田地域包括支援センタ

ー 

山田 山田鈎取地域懇話会 2 34   

富沢 
地域力創造支援事業 パワフルとみざわ

ネットワーク 
9  1,119 

町内会（富沢南・南大野田・西大野田･、富沢・富沢中

央）、社会学級（西多賀・大野田・富沢）、ＴＮＯ（富沢・

長町地区おやじの会ネットワーク） 

柳生 季節のコンサート 3  334 西中田地域包括支援センター、西中田こみこみスクール 

秋保 馬場小サマースクール 2  68 仙台市立馬場小学校 

秋保 秋保地区出前講座 4  90 
野口町内会、湯向町内会、ゆのはな会、湯元地区連合町

内会 

泉区中央 わくわく交流サロン 6  178 （七北田小・市名坂小・野村小）社会学級 

根白石 あつまれ！元気キッズ 4 93 根白石児童館、実沢小学校、福岡小学校 

根白石 凧作り教室 7  108 館・住吉台児童センタ―・根白石・福岡・実沢小学校 

根白石 出前講座 7  167 
館・住吉台・朴沢・福岡・実沢・小角・西田中地区各老

人会 

南光台 ワケルくんと学ぼう！ 2  187 南光台小学校、南光台東小学校 

南光台 南光台市民センターがやってくる！ 3  150 南光台地区・南光台東部・八乙女地区連合町内会 

黒松 
放課後ひみつ基地～ジュニアリーダーと

あそぼう～ 
4  190 黒松児童館・八乙女児童館 

黒松 
防災プロジェクト 2017 ～その時わた

し達にできること～ 
1 2,555 

仙台市立八乙女中学校、黒松小学校、八乙女小学校、黒

松連合町内会、八乙女地区連合町内会、八乙女連合町内

会 

将監 泉ヶ丘地区出前講座「夏の講座」 3  60 泉ヶ丘小学校 

将監 将監和みサロン 3  144 将監地区社会福祉協議会・地区内町内会・地区内老人会 

加茂 かも子育て広場 3  69 加茂児童センター・虹の丘児童センター 

加茂 まるごとチャレンジキッズ 8  129 加茂児童センター・虹の丘児童センター 

加茂 寄り道サロン 5  232 
加茂児童センター・虹の丘児童センター・虹の丘コミュ

ニティ推進協議会・みずほ台町内会 

高森 高森地域子育て支援講座 3 79 高森児童センター・高森東児童センター 

松陵 出前講座「市民センター出前サロン」 2  33 
明石南連合町内会、山の寺地区社会福祉協議会、ボラン

ティアあっぺとっぺ 

松陵 松陵ふれあい合唱 6 307 泉松陵小学校・東北学院榴ケ岡高校 

松陵 「みんなの力で地域防災・減災」 1 54 向陽台学区町内会連絡協議会、財政局用地課 

松陵 地域懇談会 2 33   

松陵 
向陽台「支え合いのまちづくり」プロジェ

クト(地域力創造支援事業） 
16 251 

向陽台連合町内会、泉区社協 向陽台包括支援センター 

地域団体等 

松陵 
第 26 回松陵ふれあいコンサート合同練

習 
10 863 松陵中学校 

長命ヶ丘 小学生の防災講座「減災を考えよう！」 1  70 長命ヶ丘小学校<共催> 

長命ヶ丘 長命コンサート 2  552 泉館山高校 

桂 
桂小学校地域交流室 DE ちょこっと寺子

屋 
5  93 桂小学校学校支援地域本部 

南中山 おでかけほっとタイム 3  46 北中山児童センター・南中山児童センター 

南中山 
北中山におじゃまします！南中山市民セ

ンター出前講座 
2 141 北中山連合町内会、北中山地区社会福祉協議会 

南中山 クリーン＆グリーンアップ西中山 8  322 

西中山連合町内会,西中山南町内会・子ども会育成会,西

中山北町内会・子ども会育成会,西中山豊齢会,西二地区

民児協 

 


