
 

ながまち交流フェスタ 2019 第１回実行委員会 

【開催日：６月２９日（土）】 

ながまち交流フェスタ 2019 に向けて，第１回

実行委員会（全体会）を開催しました。企画内容な

ど，提案された事案について実行委員会全体で話し

合いが行われ，フェスタ開催に向け活動が開始され

ました。 

 全体会終了後は各部会に 

分かれ，具体的な内容につ 

いて活発な話し合いが行わ 

れました。 

 

太白区中央市民センター「地域懇話会①」 

       【開催日：６月２５日（火）】 

 学校関係者・商店街・民生委員児童委員の皆さまに

ご出席を頂き，懇話会を開催しました。昨今，子ども

達が巻き込まれる事件や事故が各地で多く発生してい

ることから，今回は「地域の子ども安全安心づくり」

をテーマに情報交換を行いました。 

貴重なご意見を伺う機会となり， 

学校関係者・諸団体等との顔の 

見える関係づくりの一助となり 

ました。 

 

 太中ふれあいサロンでは，7 月 12 日（金）に『と

もに！チーム長町プロジェクト』（長町の児童生徒有

志による，よりよいまちづくりのためのプロジェク

ト）の小中学生が，地域の皆さんや児童館の子ども

たちと一緒に七夕飾りを作成しました。 

 また，地域ボランティア「仙台七夕作り応援隊」

の皆さんも，約 2 カ月間かけ，吹き流し等の仙台伝

統七夕飾りを作成しました。 

それぞれの趣向を凝らした七夕飾りは，７月１８

日（木）から 8 月 8 日（木）まで，文化センター１

階ロビーを彩っています。 

ぜひご覧ください。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

仙台の街に色とりどりの吹き流しがゆれ，「青葉城恋歌」「七夕音頭」が流れる８月。 

   今年も大移動が始まります。皆さまお気をつけて楽しい夏をお過ごしください。 

                     講座の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

講座の申込・問い合わせの時間は開館日の 9:00〜17:00 です。           

講座に関する電話は ３０４－２７４１  （太白区中央市民センター）まで 

施設に関する電話は ３０４－２２１１ （太白区文化センター）まで           

＠ た い は く  
太白区中央市民センターだより ２０１９年８月１日発行 （公財）仙台ひと・まち交流財団  

 

学ぶ気持ちを応援します  

〒982-0011 仙台市太白区長町 5-3-2   
電話 304-2741 FAX 304-2526 
e-mail:futochu-siminc@hm-sendai.jp 
http://www.sendai-shimincenter.jp/taihaku/taihakuchuou/index.html 

１70 号 

ＨＰ公開中！「太白区中央
市民センター」で検索でき
ます。左のＱＲコードもご
利用ください。 

 



お問い合わせは電話 304-2211 まで 

≪8 月の乳幼児行事≫ 

☆「音のひろば」音の出るおもちゃで 

遊べます 

8/23，30(金)9：00～13：50 

☆「おはなしひろば」絵本などの 

読み聞かせ 

8/27(火)11：00～11：20 

★共催事業（太白区文化センター） 

「七夕縁日」 

とすけや工作ｺｰﾅｰで遊びます（無料）

8/5(月)13：00～15：00 

小学生以下対象  100 名程度 

文化センター1 階ロビーで行います 

☆「長町七夕まつり」七夕飾りを 

鑑賞します 

8/6(火)9：00～16：00 

長町駅前プラザで行います 

 

なが 

なが 

長町駅前ﾌﾟﾗｻﾞで行います 

 

          10 月 1 日から，市民センターの使用料が変わります。 

                 太白区中央市民センターの使用料は           

施設名 使用区分 現行の料金 改定後の料金 

大会議室 一時間につき ９２０円 ９３０円 

中会議室 同 上 ７８０円 ７９０円 

第一小会議室 同 上 ６１０円 ６２０円 

第二小会議室 同 上 ６１０円 ６２０円 

第三小会議室 同 上 ６１０円 ６２０円 

和室（大） 同 上 ９２０円 ９３０円 

和室（小） 同 上 ６１０円 ６２０円 

調理実習室 同 上 ９２０円 ９３０円 

音楽室 同 上 ９２０円 ９３０円 

創作室 同 上 ７８０円 ７９０円 

体育館 

午 前 ２，５００円 ２，５００円 

午 後 ３，０００円 ３，０００円 

夜 間 ３，１００円 ３，１００円 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

【１階ロビー】 

仙台七夕恒例お楽しみ企画 

★共催事業（長町児童館） 

「七夕縁日」 

８/５（月）13:00～15:00 

 小学生以下対象 １００名程度 

 簡単工作で遊ぼう！ 《無料》 

   

【楽楽楽ホール】 

ヤングコンポーザーコンサート 

in 東北 2019 

8/18(日)14:00～16:00(予定) 

    《全席自由 1,000 円》 

 

                  

★ 市民センター休館日  ５（月）・１３（火）・１９（月）・２６（月） 

★ 太白区内各市民センターの講座一覧・センターだよりについて 

当センターロビーに設置しておりますので、ぜひご覧ください！ 

ホームページでも確認できます。 

★ 太白区内市民センター情報番組「市民センター＠たいはく」 

「エフエムたいはく７８．９MHｚ」８月２８日（水）午後２時から放送予定！ 

     ☆地域の中高生がゲスト！！☆お楽しみに！！ 

 

 

 

 

◆太白区中央市民センター 案内図◆ 
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お問い合わせは電話 304-2742 まで お問い合わせは電話 304-2743 まで 

 

 

 

太白図書館 長町児童館 
太白区文化センター 

○おはなし会 

日時 8/7、14、21（水） 

 15：00～1５：30 

場所 図書館１階おはなしのへや 

○赤ちゃんおはなし会 

日時 8/１4（水）11：00～11：20 

場所 太白区中央市民センター4 階和室 

○太白図書館八本松分室おはなしひろば                        

日時 8/２4（土）1４：30～15：00 

場所 八本松市民センター図書室 

 

○ＤＶＤ上映会  「長州ファイブ」 

日時 8/２3（金）・8/２5（日） 

13：３0～15：25 

○夏休みこども上映会（対象：小学生）  

「ミッキ－マウス１」 

日時 8/2（金）・10：30～11：28 

「ミッキ－マウス 2」 

日時 8/9（金）・10：30～11：35 

○YA 向け上映会  「蠅の王」 

日時 8/18（日）・13：30～14：57 

場所 図書館地下 1 階視聴覚室           

対象 どなたでも・40 人(当日直接、先着)                       

 

◎8 月の休館日は 5 日・13 日・19 日・ 

２2 日・26 日です 

令和元年10月1日以降

の申込み（使用日ではあり

ません）から改定後の料金

が適用となります。 

なお，抽選申込みの場合

は令和元年9月9日までに

当選確定手続きの申込みを

行ったもの，空き施設申込

みの場合は令和元年 9 月

30 日までに申込みを行っ

たものについて，改定前の

料金が適用となります。 

 お問合せは 

仙台市市民局地域政策課 

電話：214-6130 

ﾌｧｸｽ：214-6140 


