
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

＠ た い は く 
太白区中央市民センターだより ２０２１年７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 022-304-2741 FAX 022-304-2526 

Ｅ-mail : futochu-siminc@hm-sendai.jp 
https://www.sendai-shimincenter.jp/taihaku/taihakuchuou/index.html 

１９２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。 

太白区中央市民センター 主催講座  子育て My Style 

親子でスクラップブッキング 
 

 

 

 

日 時： ７月 28 日（水） 10：30～12：00 

会 場： 太白区中央市民センター ４階 和室大 

対 象： 未就学児と保護者 

募集人数：10 組 （先着） 

費 用： 300 円 （材料費として当日集金） 

持ち物： お子さんや家族の写真 10 枚くらい 

講 師： アートﾌｨｰﾙﾄﾞくうか  斎藤尚美さん 

申 込： ７月３日（土）10：00～ 窓口または電話 304－2741 

 

お気に入りのかわいい写真で、親子で楽しくスクラップブックを作りましょう！ 

太白区中央市民センターをご利用の団体及び、地域で活動している皆さん！ 

日頃の活動の成果を発表してみませんか？ 

２０２１ 

★ 募 集 内 容 ★ 

★部門 ①展示発表 

     ・平面展示のみ 

※立体作品や立体での展示は不可 

・１団体パネル 6 面まで 

      ②舞台発表（DVD 上映）  

・10分以内に撮影・編集したDVDを10月9日（土） 

まで提出 

★参加費：1 団体 1,000 円 

★申込み：参加申込書を記入のうえ、参加費とともに 

     7 月 20 日（火）17:00 までに窓口へ 

     （開館時間 9：00～17：00/月曜休館） 

【お申込み・お問い合わせ】 

仙台市太白区中央市民センター 

（ながまち交流フェスタ実行委員会事務局） 

仙台市太白区長町 5-3-2 

電話 022-304-2741  

FAX 022-304-2526 ※新型コロナウィルスの感染状況によっては、開催中止となる場合が 

ありますのでご了承ください。 

日時：１０月23 日（土）１０：００～１５：００ 

会場：太白区文化センター・地下展示ホール 
 

 
第 1 回 

ながまち交流フェスタ2021 

実行委員会（参加必須） 

日  時：８月６日（金）10 時～  

会  場：太白区中央市民センター 

     ３階  中会議室  



お問合せは電話 304-2211 まで お問合せは電話 304-2742 まで お問合せは電話 304-2743 まで 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪7 月の児童館行事≫ 

☆ぴよっこ、たんぽぽタイム合同 

7 月 19 日（月） 

 ※時間等詳しいことは、直接 

  長町児童館にお問い合わせ 

  ください。 

☆ののはな『読み聞かせ』 

7 月７日（水）11:00～ 

・事前申込みが必要となります。 

 詳しくは児童館だよりまたは児

童館のホームページでご確認い 

ただけますようお願いいたしま

す。 

 

太白図書館 長町児童館 
太白区文化センター 

★7 月の市民センター休館日 5（月）・12（月）・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 

 

 

 

◆太白区中央市民センター 案内図◆ 
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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 

○おはなし会 

7/7、7/14、7/21（水） 

15：00～1５：20 

（先着 4 組程度） 

図書館１階おはなしのへや 

 

〇赤ちゃんおはなし会 

 7/21（水） （各回 先着 12 組） 

 ①10：30～10：50 

②11：00～11：20 

生後４ヵ月～１歳児 

 太白区中央市民センター4 階和室 

 

○紙芝居おはなし会 

 7/28(水)  15：00～1５：20 

（先着 4 組程度） 

図書館１階おはなしのへや 

※状況により、新型コロナウィルス感

染防止のため、中止または延期にな

る場合があります。 

◎7 月の休館日は、5 日・12 日・ 

19 日・26 日・29 日です。 

 

 

ジュニアリーダーの初級研修会に参加してみ
ませんか？ボランティアに興味がある人，小さい
こどもと接することが好きな人，フレンドリーな
仲間たちが待っています。この日，一度きりの参
加でも OKです。一人でも大丈夫！安心して申し
込んでください。 
 

 日時 令和 3 年 8 月４日（水）９：００～１５：３０ 

 

 会場 太白区中央市民センター 022-304-0377 

    3 階大会議室・体育館 

 

 対象 太白区内の中学生，高校１・2 年生 

    太白区内ジュニアリーダー及び OB・OG 

 申込 みやぎ電子申請システム 

  （右の QR コードから申込できます） 

    7 月２０日（火）締め切り 

※期限以降は、太白区中央市民 

センターへ直接ご連絡ください。 

 

    

 

 

 

  
ジュニアリーダーは、青少年ボランティア活動の一環

として、教育委員会の支援を受けて活動している中学
生・高校生です。ジュニアリーダーは地域ごとにサーク
ルを作り、積極的に地域の子供会活動のお手伝いやボラ
ンティア活動に取り組んでいます。 
「子供と遊ぶことが好き！」 
「友達の輪を広げたい！」 
「ボランティア活動をしてみたい！」 
そんな素敵な思いを持った中高生を募集しています！ 
 まずは太白区中央市民センター(℡ 304-0377)ま
でお気軽にご連絡ください。 
 
「ANON」（アノン）は，太白区内のジュニアリーダー
サークルから自由に参加できるジュニアリーダーサー
クルです。地域の子供会活動やボランティア活動に参加
するために、毎週第 4 日曜日に太白区中央市民センター
で定例会を行っています。学校や部活とは一味違う経験
ができます！ 
一緒に、活動しましょう！！ 

 

太白区文化センター自主事業 

「ホールのうらがわ探検ツアー 

バックヤードをみてみよう」 

（小学生対象）７月 26 日（月） 

14：00～15：30 詳細申込は 

下記電話番号へ 7/16 申込締切です。 

 

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆彡 

 

「ほしひろば」～ほしにとどけ 

ストローひこうき！～ 

８月２日（月）13：00～15：00 

文化センター１階ロビー 参加無料 

（未就学児は保護者同伴）当日直接会

場におこし下さい。 

 

 


