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事業 区 センター名 講座名 内容

片平市民センター キッズ・サイエンス 県工業高校の設備や機材を活用して実験や工作にチャレンジします

水の森市民センター
日本の伝統文化に触れよう―親子
でチャレンジ

七夕飾りの意味を知り、ミニ七夕を作ります。茶道のおもてなしの心を
学びます

木町通市民センター
子育てママの「ハッピーママ会」パー
ト１

ママ同士お茶を飲みながら、子育てについてみんなでおしゃべりしま
しょう。

宮城野区 中央市民センター 和みカフェ～子育てを楽しもう 手遊びやうた遊び、軽い運動をしながら、子育てを楽しみましょう

若林区 若林市民センター
子育て支援・震災復興祈念講演会
「あなたの子どもは幸せですか？」

東北少年院院長より、子と親の関係についてのお話を伺います。震災
復興のためチャリティーバザーも開催します。

太白区 八本松市民センター
子育てカフェ～すてきママ大好き♪
～

親子で楽しむエアロビクス

黒松市民センター 黒松おやこひろば② 親子で紙芝居と手遊びを楽しみ交流しましょう

南中山市民センター ママのほっとサロン 子育て中の母親を対象に親子遊びや情報交換の場を提供します

柏木市民センター
博学さんぽ・人物編-戸板家の人々-
(共催：北山市民センター）

仙台から巣立った女子教育者と仙台藩天文学者の足跡を訪ねます

三本松市民センター はじめてのパソコン講座 簡単なパソコン機能を使ってチラシなどの文書づくりを学習します。

ひろせを学ぶ地元学「愛子考」 愛子の歴史と史跡について学習し実際に現地を歩きます。

「ノルディック・ウオーキング」でひろ
せの魅力発見

ノルディック・ウオーキングで史跡を巡りながら素晴らしい自然の中を歩
きます

大沢市民センター 大沢暮らし百科 食・住・健康・教養など日常生活に役立つ情報を多面的に学びます

岩切市民センター
ノルディック・ウオーキングで自然散
策

ノルディック・ウオーキングの基本を学び、七北田川沿いや県民の森で
自然散策します

東部市民センター
中学生企画地域防犯講座「気をつけ
て！振り込め詐欺」

東仙台中学生が地域の高齢者のために企画・演出した防犯劇を行いま
す

若林区中央市民セン
ター

若林区内市民センター共催事業
「ボッチャクラブ」

赤球組と青球組に分かれ、的を目掛けて球を投げ、距離を競うスポー
ツ「ボッチャ」を体験してみませんか。

健康講座「ノルディック・ウオーキン
グ」

ノルディック・ウオーキングを活用した健康づくりを目指し、復興地域へ
の関心向上を図ります。

中学生と学ぶ「デジカメ講座」
デジカメの基本操作とパソコン操作を通して、中学生との世代間交流を
図ります。

西多賀市民センター つくって飾る仙台七夕
七夕飾りを作ってセンターに飾ります。地域に避難している方に声掛け
して交流を持ちましょう。

秋保市民センター
秋保の地産地消を考える「新しい料
理を発信しよう！」

秋保の特産品を使って実習、創作料理コンテストまで。

泉区 高森市民センター 私のチャレンジタイム 心身の健康を保つため色々なことに挑戦してみませんか

柏木市民センター 柏木ワンダーランド サイエンスエンジェルのお姉さんたちと楽しく科学しましょう。

愛子の田植踊を踊ろう 地域に伝わる「愛子の田植踊」を昨年の受講生と一緒に踊ります。

わくわく子ども体験講座「サイカチ川
であそぼう」

サイカチ川で地域の方と一緒に自然観察やザリガニ捕りをします。

福沢市民センター
ジュニアリーダー“かめ吉”とあそぼ
う！

“かめ吉”手作りのおもちゃで遊びます。

三本松市民センター 三本松寺子屋―施設探検編 ユアテックスタジアム仙台と仙台北郵便局の施設の裏側を探検します

水の森市民センター
中学生・高校生企画「みんなのひろ
ば」

市民センターまつりの中のふれあいコーナーを企画実施します。(ゲー
ム・収穫体験)

大沢市民センター
地域資源活用講座「大沢こども体験
教室～蒲沢山で自然体験！」

里山のお話を聴き、蒲沢山で遊びながら生き物や自然を観察します

宮城野区 東部市民センター
東部こどものひろば（夏休みこども
ボードゲーム大会）全4回（1回目）

夏休み市民センターでジュニアリーダーや地域の方と一緒に楽しくボー
ドゲームをして遊びませんか

中田市民センター 科学は面白い！ 「音ってなあに？」工作を通して音について楽しく学びます。

八木山市民センター 八木山こどもひろば
ＪＡＸＡの先生の宇宙のお話と、ペットボトルロケットを作って飛ばしま
す。

西多賀市民センター おはなしひろば 午後のひととき、楽しい絵本や紙芝居の世界を楽しみましょう。

東中田市民センター 母なる川―名取川を探る 秋保二口渓谷で名取川上流域のいきもの観察と渓流遊びを楽しみます

泉区中央市民セン
ター

ジュニアリーダーとあそぼう “七北田ありす”のお兄さん・お姉さんとゲームで楽しく遊ぼう

黒松市民センター 夏休み連続講座「わくわくタイム」 真美沢公園で①昆虫採集と標本作り②オリエンテーリングをしてみよう
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伝統行事を学ぼう① 持ち帰りができる伝統的なミニ七夕を作ります

チャレンジ !! 楽しい工作 虹の不思議を体験し、実際に虹を作ってみましょう

顔晴れ!!どんどこ！巨大紙相撲　鶴
が森場所

段ボールで作った巨大力士をみんなで土俵を叩いて闘わせます

ジュニアちゃれんじ！① 泉松陵高校科学部のみなさんといっしょに科学実験に挑戦します

桂市民センター 桂ジュニアカレッジ ジュニアリーダーと遊ぼう

南中山市民センター わくわくこどもチャレンジ 学校の休みに、おもちゃ作りや芋掘り、クッキングを体験します

宮城野区 中央市民センター 東口ますます元気教室
認知症予防のお話を聞き、昭和時代の仙台の8ミリ映像を見ながら、み
んなで思い出を語ります

若林区 若林市民センター がんばろう東北　　民謡お国めぐり 若林老壮大学一般公開講座です。みんなで民謡を楽しみましょう。

西多賀市民センター 西多賀寿大学
高齢者に生涯学習の機会を提供し、地域の中での仲間作りを進めま
す。

八木山市民センター 公開講座「ギリシア神話と科学」
「ギリシア神話と科学」をテーマに、東北大学名誉教授蟹澤聰氏にお話
しいただきます。

泉区 南光台市民センター 南光台学院 追加募集です。時事・健康・歴史など様々なテーマで学習しましょう

青葉区中央市民セン
ター

【東北三大祭り】仙台七夕に参加しよ
う

「復興と鎮魂」をテーマに開催される今年の仙台七夕祭り。商店街に実
際に飾る吹流しを作ります。

柏木市民センター かしわぎお茶っこ会 地域の人たちと様々な思いを語り合いましょう

北山市民センター 北山納涼祭―せみしぐれライブ― 朗読劇、人形芝居、紙芝居、日舞、マジックなどのステージ

貝ケ森市民センター 星空映画祭
夏の地域のイベントとして親子・家族で楽しめる映画を上映し、親子の
ふれあい、地域の交流を図ります。今年は昼間の開催になります。

広瀬市民センター サマーナイトコンサート2011
夏の夜、野外ステージで復興チャリティコンサートを開催します。出店や
水ヨーヨーもあります。

落合市民センター 土曜卓球くらぶ
宮城広瀬高校卓球部の皆さんに卓球の基本を楽しく教えていただきま
す

木町通市民センター 出前講座　悠楽タイム
楽しい体操でリフレッシュしましょう。会場は「二日町老人憩いの家」で
行います。

若林区 沖野市民センター サークル体験会
利用サークルの活動をのぞいてみませんか。興味ある体験がたくさん
できます。

太白区中央市民セン
ター

ながまち夜のプロムナード 歌とピアノによる名曲の数々。夜の音楽会をお楽しみください。

中田市民センター 中田七夕ｄｅないと 「星に願いを！」ベガ号で天体観測をしましょう

中田市民センター 中田七夕ｄｅないと
「みんなで作ろう七夕飾り」　七夕製作と夏の郷土料理づくりを楽しみま
す

中田市民センター ロビーコンサート「中田音楽歓」 ふだん着で気軽にナマの音楽に触れてみませんか？

八本松市民センター パソコン教室 パソコンでチラシを作ろう

八本松市民センター うぶすなフェスティバル・プレフェスタ 社交ダンスパーティー

柳生市民センター 柳生サタデーコンサート うたっておどって、みんなで夏を楽しもう！

将監市民センター つくろう！仙台七夕飾り 伝統の七つ飾りに願いを込めて、大笹飾りを作って地域を彩りましょう

高森市民センター 地域の技もち人に学ぶ① 昔から青森地方で作られてきた金魚ねぶたをつくります

長命ケ丘市民セン
ター

長命コンサート 懐かしの昭和歌謡・映画音楽で楽しいひとときを過ごしませんか

南中山市民センター いずみ中山すずなりコンサート・夏 南中山市民センターで活動している音楽サークルの演奏会です

柏木市民センター
傾聴のすすめ-上手に話を聴くため
に-

話を聴く態度や方法について、人に寄り添うとはどんなことか考えなが
ら学びます

北山市民センター
北山ガイドボランティア養成スキル
アップ

地域の歴史を学んで活動に必要なガイドの技術を習得します。

水の森市民センター ジュニアリーダーと遊ぼう！ 夏休みです！暑さも平気！楽しいゲームを企画しています

広瀬市民センター
大沢市民センター
落合市民センター

ジュニアリーダー「くまっこ」まつり ジュニアリーダー「くまっこ」が楽しいお祭を開催します

若林区 沖野市民センター 沖野でザリガニつり
簡単な仕掛けの作り方を学び、用水路でザリガニつりを楽しみます。ザ
リガニの住む環境も観察します。

中田市民センター ジュニアリーダーと遊ぼう ジュニアリーダーと一緒に、レクリエーションゲームを楽しみましょう

西多賀市民センター
花ボランティア養成講座「天沼公園
に花壇をつくろう！」

天沼公園に花壇をつくるために土作りから整備方法を学び、ボランティ
アとして活躍しましょう。

東中田市民センター かにっこおはなしタイム 「夏」をテーマに楽しい絵本の読み聞かせをします

泉区
長命ケ丘市民セン
ター

「歴史講座」を考える企画会 「長命発！歴史の旅」を企画・運営してみませんか
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すべての部屋を利用
できる施設

一部の部屋を利用で
きる施設

※施設利用の最新情報は、仙台市ホームページ・市民センターホームページでご覧になれます。

柏木市民センター　折立市民センター
（利用できる部屋については各館にお問い合わせください）

3333月月月月11111111日日日日にににに発生発生発生発生したしたしたした東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災でででで
被災被災被災被災されたされたされたされた市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにはさまにはさまにはさまには、、、、心心心心からおからおからおからお見舞見舞見舞見舞いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
またまたまたまた、、、、いたましくもおいたましくもおいたましくもおいたましくもお亡亡亡亡くなりになったくなりになったくなりになったくなりになった皆皆皆皆さまとごさまとごさまとごさまとご遺族遺族遺族遺族にににに対対対対しししし
心心心心からからからから哀悼哀悼哀悼哀悼のののの意意意意をををを表表表表しますしますしますします。。。。

　今回の震災の影響により、多くの市民センターが被害を受け休館を余儀なくされており、本市では被災施設の復旧
作業に全力を挙げて取り組んでおります。

　今後の施設利用等につきましては、建物や設備の安全が確認され使用可能となりました施設から順次、利用を再
開してまいります。市民の皆様にはご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。

市民市民市民市民センターセンターセンターセンター利用再開利用再開利用再開利用再開のごのごのごのご案内案内案内案内（（（（青葉区青葉区青葉区青葉区））））
6月20日現在

北山市民センター　貝ケ森市民センター　水の森市民センター　広瀬市民センター　落合市民
センター　大沢市民センター　福沢市民センター

平成23年7月号・平成23年6月25日発行 No.1
※この事業ガイドでは７月に参加募集を行う事業を一覧として掲載しています。

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、

家族参加の場合は全員分）、年齢（小･中学生は学校名、

学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。

【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切

り等がありますので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】定員、締め切り

等がありますので事前に確認してください。

連続で開催される講座

対象を地域の方に限る講座

情報情報情報情報

青葉区 市民市民市民市民センターセンターセンターセンター
事業ガイド （募集講座案内）

編集・発行者 仙台市青葉区中央市民センター

〒980-0811青葉区一番町2-1-4

Tel: 223･2516/ fax:261・3251/ E-mail: aochu@stks.city.sendai.jp

７月号

平成23年

センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

青葉区中央市民センター
℡223･2516  fax261･3251
〒980-0811一番町2-1-4

【東北三大祭り】
仙台七夕に参加
しよう

「復興と鎮魂」をテーマに
開催される今年の仙台七
夕祭り。商店街に実際に
飾る吹流しを作ります。

小学生以上
20人

7/23、7/30各土曜日
会場：東二番丁小学
校　　8/4（木）　会場：
サンモール一番町商
店街　10：00～11：30

無料

7/6 9:00～
電話・FAX・Eメー
ル
[先着順]

博学さんぽ・人物
編-戸板家の
人々-(共催：北
山市民センター）

仙台から巣立った女子教
育者と仙台藩天文学者の
足跡を訪ねます

どなたでも･
30人

7/1、7/8各金曜日
10：00～11：30
会場：北山市民セン
ター

無料
募集中
[先着順]

傾聴のすすめ-
上手に話を聴く
ために-

話を聴く態度や方法につ
いて、人に寄り添うとはど
んなことか考えながら学び
ます

成人・10人
6/24、7/15各金曜日
10：00～11：30

無料
募集中
[先着順]

かしわぎお茶っこ
会

地域の人たちと様々な思
いを語り合いましょう

どなたでも

7/2、7/9、7/16、
7/23、7/30、8/6各土
曜日
10：00～12：00

無料 直接会場へ

柏木ワンダーラ
ンド

サイエンスエンジェルのお
姉さんたちと楽しく科学し
ましょう。

　小学生30
人(3年生以
下保護者同
伴）

7/30(土)
10：00～12：00
会場：通町小学校

無料
7/12 9:00～
窓口・電話・
FAX・Eメール

柏木市民センター
℡233･8066  fax233･8484
〒981-0933柏木3-3-1

平成23年7月号・平成23年6月25日発行 No.1
※この事業ガイドでは７月に参加募集を行う事業を一覧として掲載しています。

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、
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【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め切
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北山ガイドボラン
ティア養成スキ
ルアップ

地域の歴史を学んで活動
に必要なガイドの技術を
習得します。

成人・25人
[抽選]

7/20、7/27、8/3、
8/10、8/24各水曜日
10：00～11：30

入館料

7/13(必着)まで
に往復はがきま
たは窓口へはが
き持参で

北山納涼祭ーせ
みしぐれライブ－

朗読劇、人形芝居、紙芝
居、日舞、マジックなどの
ステージ

どなたでも・
70人

7/24（日）
14：00～15：30

無料
直接会場へ
[先着順]

福沢市民センター℡223･
9095〒980-0002福沢町
9-9

ジュニアリーダー
“かめ吉”とあそ
ぼう！

“かめ吉”手作りのおも
ちゃで遊びます。

小学生・20
人

7/27水曜日10：00～
11:30

無料
7/21まで
窓口・電話・FAX

三本松寺子屋ｰ
施設探検編

ユアテックスタジアム仙台
と仙台北郵便局の施設の
裏側を探検します

小学生とそ
の保護者･
20人

7/28（木）､7/29（金）
10：00～11：30

無料
7/5　9:30～
電話･FAX・窓口
[先着順]

はじめてのパソ
コン講座

簡単なパソコン機能を
使ってチラシなどの文書
づくりを学習します。

成人・20人
8/11（木）、8/12（金）
10:00～12:00

無料
7/12　9:30～
電話･FAX・窓口
[先着順]

片平市民センター
℡227･5333
〒980-0813米ケ袋1-1-
35

キッズ・サイエン
ス

県工業高校の設備や機材
を活用して実験や工作に
チャレンジします

小学4年生
以上20人

7/30（土）
10:00～11:30

材料費
7/23までに
電話・窓口
[先着順]

日本の伝統文化
に触れようー親
子でチャレンジ

七夕飾りの意味を知り、ミ
ニ七夕を作ります。茶道
のおもてなしの心を学びま
す

小学生とそ
の保護者・
10組

7/10（日）、10/15
（土）、10/23（日）
10：00～12：00

材料費実費
6/18　10:00～
電話･窓口
[先着順]

中学生・高校生
企画「みんなの
ひろば」

市民センターまつりの中
のふれあいコーナーを企
画実施します。(ゲーム・収
穫体験)

中高生･10
人

7/17、9/18、10/16
各日曜日10:00～12：
00　10/22（土）11：00
～16：00

無料
7/1 10:00～
電話･窓口
[先着順]

ジュニアリーダー
と遊ぼう！

夏休みです！暑さも平
気！楽しいゲームを企画
しています

小学生･30
人

7/28(木)
10：00～11：00

無料
7/7　10:00～
電話･窓口
[先着順]

貝ケ森市民センター
℡279･6320  fax279･6704 星空映画祭

夏の地域のイベントとして
親子・家族で楽しめる映画
を上映し、親子のふれあ

どなたでも
7/16(土)

無料 当日直接

北山市民センター
℡272･1020  fax272･1036
〒981-0934新坂町8-4

水の森市民センター
℡277･2711  fax277･8863
〒981-0962水の森4-1-1

三本松市民センター
℡274･3955  fax234･5355
〒981-0912堤町3-23-1

℡279･6320  fax279･6704
〒981-0942貝ケ森1-4-6

星空映画祭
を上映し、親子のふれあ
い、地域の交流を図りま
す。今年は昼間の開催に
なります。

どなたでも
7/16(土)
13：00～15：30

無料 当日直接

ひろせを学ぶ地
元学「愛子考」

愛子の歴史と史跡につい
て学習し実際に現地を歩
きます。

成人・30人

7/20,8/24,9/13,9/28,
10/12各水曜日
9/13(火）10：00～11：
30

無料
7/5　9:30～
電話・窓口
[先着順]

愛子の田植踊を
踊ろう

地域に伝わる「愛子の田
植踊」を昨年の受講生と
一緒に踊ります。

幼稚園～小
学生・２０人

7/26（火）,27（水）,28
（木）　14：00～15：30

無料 募集中

サマーナイトコン
サート2011

夏の夜、野外ステージで
復興チャリティコンサート
を開催します。出店や水
ヨーヨーもあります。

どなたでも
7/30（土）
18：00～20：00
出店は、17：30～

無料 当日直接会場へ

わくわく子ども体
験講座「サイカチ
川であそぼう」

サイカチ川で地域の方と
一緒に自然観察やザリガ
ニ捕りをします。

小学生・30
人

8/19（金）
13：30～16：30

保険料
実費

7/23　9：30～
電話・窓口
[先着順]

「ノルディック
ウォーキング」で
ひろせの魅力発
見

ノルディックウォーキング
で史跡を巡りながら素晴ら
しい自然の中を歩きます

成人･25人
9/7、9/14、9/21各水
曜日10:00～12:00

保険料
実費

8/9　10：00～
電話・窓口
[先着順]

地域資源活用講
座「大沢こども体
験教室～蒲沢山
で自然体験！」

里山のお話を聴き、蒲沢
山で遊びながら生き物や
自然を観察します

小学生・15
人〔抽選〕

7/27、8/3各水曜日
10：00～12：00(又は
14：00）

保険料等
実費

7/16（消印有効）
までに往復はが
きまたは窓口へ
はがき持参で

大沢暮らし百科
食・住・健康・教養など日
常生活に役立つ情報を多
面的に学びます

成人･30人
〔抽選〕

9/8、10/6、11/10、
2/2各木曜日10：00～
12：00(又は14：00）

教材費
実費

8/26（必着）まで
に往復はがきま
たは窓口へはが
き持参で

大沢市民センター
℡394･6891  fax394･6439
〒989-3212芋沢字要害
65

広瀬市民センター
℡392･8405  fax392･8410
〒989-3125下愛子観音
堂5



落合市民センター
℡392･7301  fax392･6737
〒989-3126落合2-15-15

土曜卓球くらぶ
宮城広瀬高校卓球部の皆
さんに卓球の基本を楽しく
教えていただきます

小学生
（3年生以
上）と保護者
10組

7/30（土）
10：00～11：30

無料
7/6 9:00～
電話・窓口
[先着順]

出前講座　悠楽
タイム

楽しい体操でリフレッシュ
しましょう。会場は「二日町
老人憩いの家」で行いま
す。

地域にお住
まいの方・
20人

7/7、7/21　各木曜日
10：00～11：30

無料
6/16　11：00～
電話・窓口
[先着順]

子育てママの
「ハッピーママ
会」パート１

ママ同士お茶を飲みなが
ら、子育てについてみんな
でおしゃべりしましょう。

子育て中の
保護者・10
人

7/26(火）、7/29（金）
10：00～11：30

無料
7/8　10：00～
電話・窓口
[先着順]

広瀬市民センター
℡392･8405  fax392･8410
〒989-3125下愛子観音
堂5
大沢市民センター
℡394･6891  fax394･6439
〒989-3212芋沢字要害
65

落合市民センター
℡392･7301  fax392･6737
〒989-3126落合2-15-15

木町通市民センター
℡711･2561  fax212･4330
〒980-0801木町通1-7-
36

ジュニアリーダー
「くまっこ」まつり

ジュニアリーダー「くまっ
こ」が楽しいお祭を開催し

ます

小学生～
高校生

7/24（日）
9：30～12：00

無料
当日直接会場
（広瀬市民セン

ター）へ

お知らせ

7月の市民センター休館日

4日(月)、11日(月)、19日(火)、25日(月)

仙台市中央市民センター情報コー

ナー（榴岡4-1-8パルシティ1F）は、

平成23年3月27日をもって、窓口

業務を終了しました。

以後の情報相談業務は、各市民

センター窓口で行います。お近くの

市民センター事務室でご相談下さ

い。

お知らせ

7月の市民センター休館日

4日(月)、11日(月)、19日(火)、25日(月)



すべての部屋を利用
できる施設

一部の部屋を利用で
きる施設

東部市民センター（体育館・娯楽室を除く諸室）、榴岡軽体育館（体育館・休憩室を除く諸室）

3333月月月月11111111日日日日にににに発生発生発生発生したしたしたした東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災でででで
被災被災被災被災されたされたされたされた市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにはさまにはさまにはさまには、、、、心心心心からおからおからおからお見舞見舞見舞見舞いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
またまたまたまた、、、、いたましくもおいたましくもおいたましくもおいたましくもお亡亡亡亡くなりになったくなりになったくなりになったくなりになった皆皆皆皆さまとごさまとごさまとごさまとご遺族遺族遺族遺族にににに対対対対しししし
心心心心からからからから哀悼哀悼哀悼哀悼のののの意意意意をををを表表表表しますしますしますします。。。。

　今回の震災の影響により、多くの市民センターが被害を受け休館を余儀なくされており、本市では被災施設の復旧
作業に全力を挙げて取り組んでおります。

　今後の施設利用等につきましては、建物や設備の安全が確認され使用可能となりました施設から順次、利用を再
開してまいります。市民の皆様にはご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。
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6月20日現在

宮城野区 市民市民市民市民センターセンターセンターセンター
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センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

中央市民センター
℡295･0403　fax295･0810
〒983-0852　榴岡4-1-8

和みカフェ～子
育てを楽しもう

手遊びやうた遊び、軽い運
動をしながら、子育てを楽
しみましょう

１歳児とその
保護者・15
組〔先着順〕

6/30(木)、7/12(火)、
9/8、10/13、11/10 各
木曜日 10:30～12:00
（会場：中央市民セン
ター他）

300円
（託児費用）

6/21(火)10:30～
電話・FAX・窓口
で

中央市民センター
℡295･0403　fax295･0810
〒983-0852　榴岡4-1-8

東口ますます元
気教室

認知症予防のお話を聞
き、昭和時代の仙台の8ミ
リ映像を見ながら、みんな
で思い出を語ります

概ね60歳以
上の方

7/14(木)10:00～12:00
（会場：徳泉寺予定）

無し 不要直接会場へ

東部市民センター
℡237･0092　fax235・7634
〒983-0037　平成1-3-27

東部こどものひろ
ば（夏休みこども
ボードゲーム大
会）全4回（1回

夏休み市民センターでジュ
ニアリーダーや地域の方と
一緒に楽しくボードゲーム
をして遊びませんか

小学生･20
人

7/30(土)10:00～12:00 無料
7/20（必着）電話
または窓口へ申
込

東部市民センター
℡237･0092　fax235・7634
〒983-0037　平成1-3-27

中学生企画地域
防犯講座「気をつ
けて！振り込め
詐欺」

東仙台中学生が地域の高
齢者のために企画・演出し
た防犯劇を行います

成人･50人 8/5(金)10:00～11:30 無料 不要直接会場へ

岩切市民センター
℡255･7728　fax255・2075
〒983-0821 岩切字三所
南88-2

ノルディックウ
オーキングで自
然散策

ノルディックウオーキング
の基本を学び、七北田川
沿いや県民の森で自然散
策します

成人･20人
〔抽選〕

9/8、9/15、9/22各木
曜日13:30～15:30

保険代

8/25(必着)まで
に往復はがきま
たは窓口にはが
き持参で

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、
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仙台市中央市民センター情報コー

ナー（榴岡4-1-8パルシティ1F）は、

平成23年3月27日をもって、窓口

業務を終了しました。

以後の情報相談業務は、各市民

お知らせ
仙台市中央市民センター情報コー

ナー（榴岡4-1-8パルシティ1F）は、

平成23年3月27日をもって、窓口

業務を終了しました。

以後の情報相談業務は、各市民

センター窓口で行います。お近くの

市民センター事務室でご相談下さ

い。
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すべての部屋を利用
できる施設

一部の部屋を利用で
きる施設

            市民センター利用再開のご案内（若林区）                            6月20日現在

 沖野市民センター
 （ホールを除く諸室）

 ※施設利用の最新情報は、仙台市ホームページ・市民センターホームページでご覧になれます。

3月11日に発生した東日本大震災で
被災された市民の皆さまには、心からお見舞い申し上げます。
また、いたましくもお亡くなりになった皆さまとご遺族に対し
心から哀悼の意を表します。
　今回の震災の影響により、多くの市民センターが被害を受け休館を余儀なくされており、本市では被災施設の復旧
作業に全力を挙げて取り組んでおります。
 今後の施設利用等につきましては、建物や設備の安全が確認され使用可能となりました施設から順次、利用を再
開してまいります。市民の皆様にはご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。
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センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

若林区中央市民センター
℡282･1173 fax282・1180
〒984-0827 南小泉1-1-1

若林区内市民セ
ンター共催事業
「ボッチャクラブ」

赤球組と青球組に分か
れ、的を目掛けて球を投
げ、距離を競うスポーツ
「ボッチャ」を体験してみま
せんか

どなたでも・
40人程度

6/25(土)
10:00～12:00

無料
不要直接会場へ
※会場:沖野市民
センター

健康講座「ノル
ディック・ウｫーキ
ング」

ノルディック・ウｫーキング
を活用した健康づくりを目
指し、復興地域への関心
向上を図ります

成人･各30
人〔先着〕※
ポールお持
ちの経験者

①７/23 浪分神社へ
②7/30 名取川沿へ
各土曜日 9:00～
12:00

無料
7/6（水）9時～窓
口または電話で

中学生と学ぶ「デ
ジカメ講座」

デジカメの基本操作とパソ
コン操作を通して、中学生
との世代間交流を図りま
す

成人･20人
〔先着〕

8/7(日)
10:00～15:00
※会場:六郷中学校

無料
7/6（水）13時～
窓口または電話
で

がんばろう東北
民謡お国めぐり

若林老壮大学一般公開講
座です。みんなで民謡を楽
しみましょう

どなたでも
7/3(日)
10:00～11:30

無料 不要直接会場へ

子育て支援・震
災復興祈念講演
会「あなたの子ど
もは幸せです
か？」

東北少年院院長より、子と
親の関係についてのお話
を伺います。震災復興の
ためチャリティーバザーも
開催します

どなたでも
7/9(土)①チャリティー
バサー 12:00～ ②講
演会 13:30～

無料
託児希望者

100円

不要直接会場へ
※託児希望者募
集中:6/21～30
窓口へ

サークル体験会

利用サークルの活動をの
ぞいてみませんか。興味
ある体験がたくさんできま
す

小学生以上
どなたでも

7/1（金）
10:00～

無料 不要直接会場へ

沖野でザリガニ
つり

簡単な仕掛けの作り方を
学び、用水路でザリガニつ
りを楽しみます。ザリガニ

小学生と保
護者・50組
〔抽選〕

7/31(日）
10:00～12:00
※集合場所:仙台東高

無料

7/22（必着）まで
に往復ハガキで
または窓口には

若林市民センター
℡282･4541 fax282・2637
〒984‐0826 若林3-15-20

沖野市民センター
℡282･4571 fax285・4681
〒984-0831 沖野7-34-43

六郷市民センター
℡289･5127 fax289･6359
〒984-0835 今泉1-3-19

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、
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つり りを楽しみます。ザリガニ
の住む環境も観察します

〔抽選〕
※集合場所:仙台東高
等学校玄関前

または窓口には
がき持参で
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り等がありますので、ご確認の上お申し込みください。
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すべての部屋を利用
できる施設

一部の部屋を利用で
きる施設

太白区中央市民センター　八木山市民センター
（利用できる部屋は各館にお問い合わせください）

西多賀市民センター　八本松市民センター　柳生市民センター　茂庭台市民センター　中田市
民センター　東中田市民センター　秋保市民センター　馬場市民センター

3333月月月月11111111日日日日にににに発生発生発生発生したしたしたした東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災でででで
被災被災被災被災されたされたされたされた市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにはさまにはさまにはさまには、、、、心心心心からおからおからおからお見舞見舞見舞見舞いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
またまたまたまた、、、、いたましくもおいたましくもおいたましくもおいたましくもお亡亡亡亡くなりになったくなりになったくなりになったくなりになった皆皆皆皆さまとごさまとごさまとごさまとご遺族遺族遺族遺族にににに対対対対しししし
心心心心からからからから哀悼哀悼哀悼哀悼のののの意意意意をををを表表表表しますしますしますします。。。。

　今回の震災の影響により、多くの市民センターが被害を受け休館を余儀なくされており、本市では被災施設の復旧
作業に全力を挙げて取り組んでおります。

　今後の施設利用等につきましては、建物や設備の安全が確認され使用可能となりました施設から順次、利用を再
開してまいります。市民の皆様にはご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。

市民市民市民市民センターセンターセンターセンター利用再開利用再開利用再開利用再開のごのごのごのご案内案内案内案内（（（（太白区太白区太白区太白区））））
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センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

公開講座「ギリシ
ア神話と科学」

「ギリシア神話と科学」を
テーマに、東北大学名誉
教授蟹澤聰史氏にお話し
いただきます。

一般100名
7/14（木）10:15～
11:30

無料
募集中　電話・Ｆ
ＡＸ・窓口

八木山こどもひろ
ば

ＪＡＸＡの先生の宇宙のお
話と、ペットボトルロケット
を作って飛ばします。

小学生30名
（1・2年生は
保護者同
伴）

7/30（土）9：30～　八
木山児童館にて

無料
募集中　電話・Ｆ
ＡＸ・窓口

太白区中央市民センター
℡304･2741  fax304･2526
〒982-0011長町5-3-2

ながまち夜のプ
ロムナード

歌とピアノによる名曲の
数々。夜の音楽会をお楽
しみください。

どなたでも・
100名〔先
着〕

7/29　金曜日18：30～
19：30

無料 不要直接会場へ

柳生市民センター
tel306･6750  fax306･7081
〒981-1106柳生7-20-7

柳生サタデーコ
ンサート

うたっておどって、みんな
で夏を楽しもう！

どなたでも
7/23（土）13：30～14：

30
無料 不要直接会場へ

秋保市民センター
℡399･2316  fax399･2394

秋保の地産地消
を考える「新しい

秋保の特産品を使って実
習、創作料理コンテストま 成人20人

8/24・8/31・9/7・10/5
各水曜日10：00～13：

材料代等実
8/18（必着）まで
に往復はがきま

八木山市民センター
℡228･1190  fax228･1689
〒982-0801八木山本町1-
43

はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、

家族参加の場合は全員分）、年齢（小･中学生は学校

名、学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。

【託児付】 (1歳以上の未就学児)。定員、費用、締め

切り等がありますので、ご確認の上お申し込みください。

【手話通訳･要約筆記付】 定員、締め切り

等がありますので事前に確認してください。
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℡399･2316  fax399･2394
〒982-0243秋保町長袋字
大原160-2

を考える「新しい
料理を発信しよ
う！」

習、創作料理コンテストま
で。

成人20人 各水曜日10：00～13：
00

材料代等実
費

に往復はがきま
たは窓口にはが
き持参で
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センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

かにっこおはなし
タイム

「夏」をテーマに楽しい絵
本の読み聞かせをします

小学生･30
人

7/13（水）15:30～
16:00

無料 不要直接会場へ

母なる川―名取
川を探る

秋保二口渓谷で名取川上
流域のいきもの観察と渓
流遊びを楽しみます

小学生親
子・20人〔先
着順〕

8/6（土）9:00～15:30
交通費・保

険料

7/1　9:００～
電話・ＦＡＸ・窓口

子育てカフェ～す
てきママ大好き
♪～

親子で楽しむエアロビクス

1-3歳児をも
つ母親と子
ども20組〔先
着順〕

7/20（水）10：00～12：
00

無料
7/5～7/15まで
電話・又は窓口

パソコン教室 パソコンでチラシを作ろう 成人
7/26（火）、7/27
（水）、7/28（木）　各
10：00～12：00

無料
7/1～7/15
10：00から電話・
FAX・窓口

うぶすなフェス
ティバル・プレ
フェスタ

社交ダンスパーティー どなたでも
7/24（日）13：30～16：
00

４００円 不要直接会場へ

ジュニアリーダー
と遊ぼう

ジュニアリーダーと一緒
に、レクリエーションゲーム
を楽しみましょう

小学生･50
人

7/3(日)10:00～11:30 無料 不要直接会場へ

中田七夕ｄｅない
と

「星に願いを！」ベガ号で
天体観測をしましょう

どなたでも･
100人

7/14(木)18:00～19:30 無料
募集中　電話ま
たは窓口へ

中田七夕ｄｅない
と

「みんなで作ろう七夕飾り」
七夕製作と夏の郷土料理

成人、小学
生･各15人

7/26(火)、7/28(木)、
7/30(土)、
8/2(火)10:00～12:00

300円
募集中　費用を
添えて直接窓口

八本松市民センター
℡246･2426  fax246･9023
〒982-0001八本松2-4-20

中田市民センター
℡241･1459  fax242･2535

東中田市民センター
℡242･1185  fax242･7053
〒981-1101四郎丸字吹上
51

と
七夕製作と夏の郷土料理
づくりを楽しみます

生･各15人
〔先着〕

8/2(火)10:00～12:00
8/5(金)10:00～13:00

300円 添えて直接窓口
へ

科学は面白い！
「音ってなあに？」工作を
通して音について楽しく学
びます。

小学生親
子・15組〔先
着〕

8/3(水)10：00～12：00 無料
募集中　電話、Ｆ
ＡＸ、窓口

ロビーコンサート
「中田音楽歓」

ふだん着で気軽にナマの
音楽に触れてみません
か？

どなたでも
50人

8/6（土）14：00～15：
00

無料 不要直接会場へ

花ボランティア養
成講座「天沼公
園に花壇をつくろ
う！」

天沼公園に花壇をつくるた
めに土作りから整備方法
を学び、ボランティアとして
活躍しましょう。

成人・15人
6/9～第2第4木曜日
10：00～12：00

持ち帰り用
花代等は実

費

募集中　電話・Ｆ
ＡＸ・窓口

おはなしひろば
午後のひととき、楽しい絵
本や紙芝居の世界を楽し
みましょう。

どなたでも
※幼児は保
護者同伴

7/20(水)15：00～15：
30

無料 不要直接会場へ

西多賀寿大学
高齢者に生涯学習の機会
を提供し、地域の中での
仲間作りを進めます。

高齢者
6/15(水)～2/15各第3
水曜日10：00～12：00

年間会費あり 窓口へ

つくって飾る仙台
七夕

七夕飾りを作ってセンター
に飾ります。地域に避難し
ている方に声掛けして交
流を持ちましょう。

どなたでも
20人※幼児
は保護者同
伴

7/27(水)9：30～12：00 無料
7/5から窓口又は
電話

西多賀市民センター
℡244･6721  fax244･0524
〒982-0034西多賀3-6-8

℡241･1459  fax242･2535
〒981-1104中田4-1-5

仙台市中央市民センター情報コー

ナー（榴岡4-1-8パルシティ1F）は、

平成23年3月27日をもって、窓口業

務を終了しました。

以後の情報相談業務は、各市民セ

ンター窓口で行います。お近くの市
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すべての部屋を利用
できる施設

一部の部屋を利用で
きる施設

泉区中央市民センター　将監市民センター　黒松市民センター
（利用できる部屋については各館にお問い合わせください）

3333月月月月11111111日日日日にににに発生発生発生発生したしたしたした東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災でででで
被災被災被災被災されたされたされたされた市民市民市民市民のののの皆皆皆皆さまにはさまにはさまにはさまには、、、、心心心心からおからおからおからお見舞見舞見舞見舞いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。
またまたまたまた、、、、いたましくもおいたましくもおいたましくもおいたましくもお亡亡亡亡くなりになったくなりになったくなりになったくなりになった皆皆皆皆さまとごさまとごさまとごさまとご遺族遺族遺族遺族にににに対対対対しししし
心心心心からからからから哀悼哀悼哀悼哀悼のののの意意意意をををを表表表表しますしますしますします。。。。

　今回の震災の影響により、多くの市民センターが被害を受け休館を余儀なくされており、本市では被災施設の復旧
作業に全力を挙げて取り組んでおります。

　今後の施設利用等につきましては、建物や設備の安全が確認され使用可能となりました施設から順次、利用を再
開してまいります。市民の皆様にはご不便をおかけして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りますようお願
い申し上げます。

市民市民市民市民センターセンターセンターセンター利用再開利用再開利用再開利用再開のごのごのごのご案内案内案内案内（（（（泉区泉区泉区泉区））））
6月20日現在

加茂市民センター　高森市民センター　寺岡市民センター　長命ケ丘市民センター　南中山市
民センター　松森市民センター　桂市民センター

編集･発行者 仙台市泉区中央市民センター

〒981-3117泉区市名坂字東裏53-1

Tel: 372･8101/ fax:372･2447/ E-mail: izuchu@stks.city.sendai.jp
泉区 市民市民市民市民センターセンターセンターセンター
事業ガイド （募集講座案内）

７月号

平成23年

平成23年7月号・平成23年6月25日発行 No.1

※この事業ガイドでは７月に参加募集を行う事業を一覧として掲載しています。

ホームページ (http://www.stks.city.sendai.jp/sgks) もご覧ください。

きる施設

※施設利用の最新情報は、仙台市ホームページ・市民センターホームページでご覧になれます。

センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

泉区中央市民センター
℡372･8101  fax372･2447
〒981-3117市名坂字東裏
53-1

ジュニアリーダー
とあそぼう

“七北田ありす”のお兄さ
ん・お姉さんとゲームで楽
しく遊ぼう

小学生・30
人
〔先着〕

7/24（日）10:00～
11:30

無料
7/5　10:00～電
話・ファクス・窓口

黒松市民センター
℡234･5346  fax219･2038
〒981-8006黒松1-33-40

黒松おやこひろ
ば②

親子で紙芝居と手遊びを
楽しみ交流しましょう

2～4歳児と
保護者・15
組程度

7/8（金） 11:00～
11:40
※12:30まで交流タイ
ム

無料 当日直接

黒松市民センター
℡234･5346  fax219･2038
〒981-8006黒松1-33-40

夏休み連続講座
「わくわくタイム」

真美沢公園で①昆虫採集
と標本作り②オリエンテー
リングをしてみよう

小学生・20
人
〔先着〕

①7/28（木）10:00～
15:00　②8/3（水）
10:00～12:00

300円
7/9　10:30～電
話・窓口

南光台市民センター
℡251･5850  fax252･8172
〒981-8003南光台7-1-30

南光台学院
追加募集です。時事・健
康・歴史など様々なテーマ
で学習しましょう

50歳以上の
方 ・ 20 人 程
度
〔抽選〕

主に第3金曜日10:00
～11:30全8回
会場：南光台東コミュ
ニティセンターほか

運営費
1,000円

7/22まで
電話・ファクス

将監市民センター
℡372･0923  fax374･8704
〒981-3132将監8-2-1

つくろう！仙台七
夕飾り

伝統の七つ飾りに願いを
込めて、大笹飾りを作って
地域を彩りましょう

どなたでも
6/25、7/9、7/23、
7/30各土曜日13:00～
15:00全4回

無料 当日直接

高森市民センター
℡378･9950  fax378･9969

伝統行事を学ぼ
う①

持ち帰りができる伝統的な
ミニ七夕を作ります

小学生・20
人

7/26（火）14:00～
15:30

無料
6/28　10:00～電
話・ＦＡＸ・窓口

（利用できる部屋については各館にお問い合わせください）
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人
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高森市民センター
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地域の技もち人
に学ぶ①

昔から青森地方で作られ
てきた金魚ねぶたをつくり
ます

成人・12人
〔先着〕

7/8、7/15各金曜日
9:00～12:00全2回

500円
6/10　10:00～窓
口
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高森市民センター
℡378･9950  fax378･9969
〒981-3203高森6-1-2

チャレンジ !! 楽し
い工作

虹の不思議を体験し、実
際に虹を作ってみましょう

小学生・15
人
〔先着〕

8/3（水）10:00～12:00 100円
7/6　10:00～窓
口

高森市民センター
℡378･9950  fax378･9969
〒981-3203高森6-1-2

私のチャレンジタ
イム

心身の健康を保つため
色々なことに挑戦してみま
せんか

成人・18人
[先着]

9/2、9/30、10/14各
金曜日10:00～11:30

1,300円
7/15　10:00～窓
口

長命ケ丘市民センター
℡377･3504  fax377･3508
〒981-3212長命ケ丘2-
14-15

長命コンサート
懐かしの昭和歌謡・映画
音楽で楽しいひとときを過
ごしませんか

どなたでも
7/10（日）14:00～
15:30

無料 当日直接

長命ケ丘市民センター
℡377･3504  fax377･3508
〒981-3212長命ケ丘2-
14-15

「歴史講座」を考
える企画会

「長命発！歴史の旅」を企
画・運営してみませんか

成人･8人
〔先着〕

7/22、7/29、8/5各金
曜日10:00～12:00

無料
7/1　10:00～電
話・窓口

松森市民センター
℡776･9510  fax776･9512
〒981-3111松森字城前9-
2

顔晴れ!!どんど
こ！巨大紙相撲
鶴が森場所

段ボールで作った巨大力
士をみんなで土俵を叩い
て闘わせます

どなたでも
7/18（月）13:30～
15:30

無料 当日直接

松森市民センター
℡776･9510  fax776･9512
〒981-3111松森字城前9-
2

ジュニアちゃれん
じ！①

泉松陵高校科学部のみな
さんといっしょに科学実験
に挑戦します

小学生・20
人
〔先着〕

8/5（金）10:00～12:00 無料
7/13　10:00～電
話・窓口

桂市民センター
℡375･0550  fax771･5931
〒981-3134桂3-19-1

桂ジュニアカレッ
ジ

ジュニアリーダーと遊ぼう
小学生･30
人
〔先着〕

7/23(土)10:00～11:30 無料
7/1　10:30～電
話・窓口

南中山市民センター
℡379･4780  fax348･4340
〒981-3213南中山2-24-
12

いずみ中山すず
なりコンサート・
夏

南中山市民センターで活
動している音楽サークル
の演奏会です

どなたでも・
80人
〔先着〕

7/16（土）15:00～
16:30

無料 当日直接

12
南中山市民センター
℡379･4780  fax348･4340
〒981-3213南中山2-24-
12

ママのほっとサロ
ン

子育て中の母親を対象に
親子遊びや情報交換の場
を提供します

1～2歳児と
母親・20組
〔先着〕

7/21、9/15､10/20、
11/17、12/15各木曜
日10:30～11:30全5回

無料
6/21  9:00～電
話・窓口

南中山市民センター
℡379･4780  fax348･4340
〒981-3213南中山2-24-
12

わくわくこども
チャレンジ

学校の休みに、おもちゃ作
りや芋掘り、クッキングを
体験します

小学1～4年
生・20人
〔先着〕

7/27（水）、7/30
（土）、10/12（水）他、
10:00～12:00全5回

材料費実費
7/1　9:30～電
話・窓口
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ナー（榴岡4-1-8パルシティ1F）は、

平成23年3月27日をもって、窓口業
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