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講座のご案内 

柳生シニアスクール 12月講座 

クリスマスコンサート 

クリスマスコンサートを開催します。 

プロの演奏をお楽しみください。 
日 時 12 月 23 日（水）10:00～11:00 

会 場 柳生市民センター 1 階 ホール 

対 象 柳生シニアスクール受講生 

出演者 長谷川 康氏 （仙台ﾌｨﾙ・バイオリン） 

木立  至氏 （仙台ﾌｨﾙ・オーボエ） 

東  歩美氏 （電子ピアノ） 

◎11月講座・「介護予防講座」 

日時 11/25（水）10：00～11：30 

会場 １階・ホール 

※ 運動のできる服装・上履き・飲み物 

トロンボーンアンサンブルによる華麗な演奏を 
ぜひご堪能ください。 

日 時 11 月14 日（土）14:00～15:00 
               （開場 13：30） 
会 場 柳生市民センター 1階 ホール 
費 用 無料 
対 象 どなたでも ただし 

事前申し込みが必要です 
申 込 10/27(火)10：00～受付  
     電話・窓口へ 先着 50 名程度 

出演  
トロンボーンアンサンブル鈴木組 

 

柳生季節のコンサート秋 

柳生キッズあそび隊③ 

にじいろにかがやく 鉱をつかって 

アクセサリーをつくるよ！ 
日時：１２月１９日（土）10：00～11：30 

講師：柳生中学校 科学部顧問 佐藤菊生先生と 

科学部員の皆さん 

場所：柳生市民センター 会議室 

対象：小学生 １２名【先着】 

   ※4年生以下は保護者による送迎をお願いします。 

費用：１００円（材料費として） 

※講座当日お持ちください。 

持物：上靴・材料費 

申込：１２月５日１０時～ 

    電話・窓口にて 

 ビスマス鉱
こう

の結晶
けっしょう

 

つぎの『キッズあそび隊
たい

』は… 

 令和３年１月２３日（土） 

ブーメランをつくって,なげてあそぶよ！ 

じぶんのところに,ちゃんと もどってくるかな？ 

くわしくはセンターだより１・２月号
がつごう

にて❕❕ 

開催中の講座 

『柳生いきいき健康サポート・ 

交流ボッチャクラブ』 
日 時 11/19・1/21各木曜日 10：00～11：30 

会 場 １階・ホール 

持ち物 マスク着用、上靴、飲料、汗拭きタオル 

募集中です。直接多目的ホールにおいでください。 

 

※新型コロナ感染の拡大防止のため日程の変更・中止となる場合があります。 

※講座当日は検温・マスク着用・手指の消毒にご協力お願いします。 
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記念講話  『柳生・西中田の昔と現代』 
柳生南町内会会長   阿部 欣也 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼児向け読み聞かせ 

 

   

柳生市民センター 図書室 
 

おはなしボランティア 

「なかよしこよし」 

 

※開催日程は決まっていません。 

 

 

 

 

 

日曜日 9:00～16:30 

《11 月》 1日，８日，１５日，２２日    

２９日 

《12 月》６日，１３日，２０日，２７日 

  ※ 変更の可能性があります。 

＊使用料（2 時間）小中学生：120 円 
        一  般：240 円 

☞卓球・バトミントンができます。 
☞用具・上靴はご持参ください。 

センターだよりはリサイクルできます。 

 

 

月曜日・祝祭日の翌日 

《11 月》 ２(月)・４(水)・９(月) 

16(月)・24(火)・30（月） 

《12 月》 ７(月)・14(月)・21(月) 

28(月)～翌年１月４日(月) 

注意‼ 時間が変わっています 
毎週水曜日 10:30～12:00 

 

《11 月》11 日･18 日･25 日 

《12 月》2 日･9 日･16 日 

1 人 2 冊まで、2 週間借りられます。 

☆図書ボランティア募集中です。 

  図書ボランティア「ブックポケット」 

 図書室開放時間 平日（月～金) 

        10:00～12:00 

※入室の際は名簿に記入の上、検温をお

願いします。 

※閲覧は 1 時間以内になります。 

 人数制限をすることがあります。 

      

図書貸出日 

おはなしタイム 

多目的ホールの個人利用日 

市民センター休館日 

その他 

 〇中田地域懇談会（中田地域２町内会連合会合同） 

  日 時 令和２年 11 月 19 日（木）午後 2 時 30 分 

  場 所 中田市民センター 多目的ホール 

中田西部町内会連合会関係行事 

 〇中田西部地区未来を育むプロジェクト主催 

       柳生・西中田キャンドルナイト 2020 

  日 時 令和２年 11 月 28 日（土）午後 5 時から 

  場 所 柳生小学校 校庭     （予定） 

表 彰 

〇町内会役員永年勤続表彰 

会長 20 年表彰 佐久間善行 様（西中田町内会） 

役員 10 年表彰 古山 正志 様（西中田町内会） 

役員 10 年表彰 中澤千恵子 様（西中田第一町内会） 

役員 10 年表彰 蛯名 博人 様（西中田第一町内会） 

役員 10 年表彰 佐藤 孝之 様（柳生南町内会） 
 

〇仙台市社会福祉協議会会長感謝状（地域福祉事業推進者） 

 加嶋みゑ子 様（西中田第一町内会） 

 遠藤 多江 様（西中田栗東町内会） 

遠藤 涼子 様・菊地 幸 様（西中田町内会） 

斎藤 倫子 様・及川 寿子 様・古澤よし子 様・ 

 廣長 瑞穂 様         （安久地区町内会） 

 阿部たか子 様・五十嵐たえ子 様・佐藤恵美子 様 

（柳生北町内会） 

 佐藤 達子 様（柳生南町内会） 

９月 16 日(水)10:00～11:30「令和 2 年度柳生シニアスクール」
の開講式を開催しました。 

今年度は新型コロナウィルス感染拡大に伴い、４か月遅れの開講
式となりました。 
開催にあたっては運営委員会の皆さんのご協力もいただき、記念

講話での幕開けとなりました。終了後は椅子の配置や間隔などを考
慮し、検温・消毒も実施して細心の注意を払い無事に開講できまし
た。 

 

講座報告 

中田西部地区町内会連合会からのお知らせ 


