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市民センター利用のご案内（青葉区）

2月25日現在、改築中の宮城西市民センター以外、区内全ての市民センターがご利用いただけます。
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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
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青葉区中央市民センター
℡223・2516  fax261・3251
〒980-0811一番町2-1-4

あおばカレッジ
１年間を通して、関心のあ
るテーマについて講話や
実習で学びます。

成人･50人
[抽選]

5月～平成25年2月
（8月を除く）
毎月第3金曜日
13:30～15:30

材料費
実費

4/20(必着）まで
に往復はがきま
たは窓口へはが
き持参で

貝ケ森市民センター
℡279･6320  fax279･6704
〒981 0942貝ケ森1 4 6

街かどコンサート

若手演奏家によるクラシッ
クコンサートです。チェロと
ピアノの演奏を楽しみま

どなたでも･
200人

3/9（金）
14:30～15:30

無料 不要直接会場へ
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〒981-0942貝ケ森1-4-6
ピアノの演奏を楽しみま
す。

200人 14:30～15:30
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中高生フェスタ『やるスペ福沢』
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中高生フェスタ『やるスペ福沢』

☆平成24年 夏 から始まる中高生を応援する企画「わたしたちのコミスク」のプレイベントです。

常盤木学園高等学校，東北高等学校の協力のもと，市民センターでこどもたちが活動できる

アイディアを提供いたします。
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常盤木学園高等学校，東北高等学校の協力のもと，市民センターでこどもたちが活動できる

アイディアを提供いたします。

★楽器演奏やダンス，マンガ，トッポギ＆チヂミの調理などの体験コーナー

☆ライブ：ミュージシャン（翼tasku，AIRI）・お笑い芸人（ザ・コンセンツ，純☆レジェンド，関亮太）

◎日時：3月17日（土）10:00～15:00

◎会場：福沢市民センター
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センター名等 講座名称 学習日時 対象 開講日 会費 申込方法
柏木市民センター
℡233･8066
〒981-0933
柏木3-3-1

柏梁学院
月1回　第1水曜日
10：00～11：30

60歳以上80人
［先着］

4月11日 無料
3/7午後1時～
直接センターへ

北山市民センター
℡272･1020
〒981-0934
新坂町8-4

北山シルバースクー
ル

月1回　第4金曜日
10：00～11：30

60歳以上70人
[先着]

4月27日 無料
3/23午前10時～電話ま
たは直接センターへ
はがき9枚持参

福沢市民センター
℡223･9095
〒980-0002
福沢町9-9

福沢シニア大学
月1回　第3木曜日
10：00～11：30

60歳以上60人
［先着］

4月19日 500円
3/9午前10時～電話ま
たは直接センターへ

旭ケ丘市民センター
℡271･4729
〒981-0904
旭ヶ丘3-25-15

旭ケ丘老壮大学
月1回　第1金曜日
10：00～11：30

60歳以上60人
［先着］ 4月27日 実費

3/16午前10時～説明会
後に受け付け

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

三本松老壮大学
月1回　第2水曜日
10：00～11：30

おおむね60歳以上
60人[先着]

5月9日 500円
3/14午前9時半～電話
または直接センターへ

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

シニアカレッジ麟経堂
月1回　第3木曜日
10：00～11：30

おおむね60歳以上
60人[先着]

5月17日 無料
3/13午前9時～電話ま
たは直接センターへ

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

水の森老壮学園
月1回　第3木曜日
10：00～11：30

60歳以上100人
［先着］

4月19日 無料
3/22午前10時～説明会
後に受け付け

貝ケ森市民センター
℡279･6320
〒98l-0942
貝ヶ森1-4-6

貝ヶ森シニア学園
月1回　第4水曜日
10：00～11：30

60歳以上80人
［先着］ 5月23日 無料

3/14午前10時～電話ま
たは直接センターへ

中山市民センター
℡279･9216
〒981-0952
中山3-13-1

中山銀鈴倶楽部
月1回　第2金曜日
10：00～11：30

おおむね60歳以上
50人[先着]

5月11日 実費
3/9午前10時～電話ま
たは直接センターへ

折立市民センター
℡226･1226
〒982-0261
折立3-20-1

折立老壮大学
月1回　第3木曜日
10：00～11：30

おおむね60歳以上
70名［先着］

5月17日 実費
3/8午前10時～電話ま
たは直接センターへ

広瀬市民センター
℡392･8405
〒989-3125
下愛子字観音堂5

若返り教室
月1回（8・2月を除く）
第4木曜日
10：00～11：30

60歳以上80人
［先着］

5月24日 無料
3/8午前10時～電話ま
たは直接センターへ

宮城西市民センター
℡393･2829
〒989-3432
熊ケ根字石積47※

老壮学級
月1回　第3木曜日
10：00～11：30

60歳以上80人
［先着］

6月21日 実費
4/5午前9時～電話また
は直接センターへ

大沢市民センター
℡394･6891
〒989‐3212
芋沢字要害65

大沢朗々学園
月1回　第3木曜日
10：00～11：30

おおむね60歳以上
50人［先着］

5月17日 実費
3/27午前10時～電話ま
たは直接センターへ

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

落合実年学級
月1回　第3木曜日
10：00～11：30

60歳以上40人
［先着］

4月19日 実費
3/8午前10時～電話ま
たは直接センターへ

吉成市民センター
℡279･2033
〒989-3201
国見ヶ丘2-2-1

きらめきスクール
月1回　第2金曜日
10：00～11：30

おおむね60歳以上
60人[先着]

4月20日 無料
3/9午前10時半～電話
または直接センターへ

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

木町通老壮大学
月1回　第2水曜日
10：00～11：30

55歳以上60人
[先着]

5月9日 無料
4/11午前10時～直接セ
ンターへ

※宮城西市民センターは改築工事中のため、申し込み窓口・受講会場など詳しくはお問い合わせください

平成２４年度　市民センター「老壮大学」受講生募集
　区内市民センターでは、高齢の方を対象とした学習講座「老壮大学」の受講生を募集しています。
さまざまなテーマについて学習し、サークル活動などを通じて交流を深めてみませんか。
　開講式日程など、詳しくは各市民センターへお問い合わせください。
※修学期間は１年間です。



　　　　　　　　※※※※施設利用施設利用施設利用施設利用のののの最新情報最新情報最新情報最新情報はははは、、、、仙台市仙台市仙台市仙台市ホームページ・ホームページ・ホームページ・ホームページ・市民市民市民市民センターホームページでごセンターホームページでごセンターホームページでごセンターホームページでご覧覧覧覧になれますになれますになれますになれます。。。。

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利用利用利用のごのごのごのご案内案内案内案内（（（（宮城野区宮城野区宮城野区宮城野区）　　）　　）　　）　　

　　2月25日現在、鶴ケ谷市民センター以外、 区内すべての市民センターがご利用いただけます。

３月８日、鶴ケ谷市民センターの仮事務所が移転します。
どうぞよろしくお願いいたします。
　所在地：〒983-0824 宮城野区鶴ケ谷2-8-7鶴ケ谷ビル2階
　TEL・FAX番号は変わりません。（TEL：251-1562  FAX：251-1564）

　　仮事務所の窓口業務は次のとおりとなります。
　　　○火曜日～土曜日（祝日及び年末年始を除く）　○午前９時～午後５時

現在の鶴ケ谷市民センター窓口（鶴谷小学校内）は、3月2日（金）までとなります。

情報情報情報情報
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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
事業ガイド （募集講座案内）

3月号

平成24年

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

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

東口ますます
元気教室

筋力アップ体操や脳トレ体
操を行います。歌あり笑い
ありの楽しい講座です。

概ね60歳以
上の方

3/7（水）
10:00～12:00

無料
申込不要
当日直接会場へ

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

ふれあいコン
サート－明日へ
の祈り

金子みすヾと星野富弘の
詩の朗読や、歌でお楽し
みください。

どなたでも
3/10（土）
13:00～13:40

無料
申込不要
当日直接会場へ

高砂市民センター
℡258･1010  fax259･7577
〒983-0014 高砂1-24-9

あそびにきてけ
らいん！

震災から一年、避難者・支
援者が集まって感謝の会
を開きます。

どなたでも
3/11（日）
12:00～15:00

無料
申込不要
当日直接会場へ

高砂市民センター
℡258･1010  fax259･7577
〒983-0014 高砂1-24-9

みんな笑顔でつ
ながろうⅡ
～こども☆えが
お☆みらい～

子どもたち・地域のひとた
ちと、楽しく笑顔で交流で
きるお祭りです。

どなたでも
3/24（土）
10:30～14:00

無料
申込不要
当日直接会場へ

福室市民センター
℡786･3540  fax388･6320
〒983-0005 福室5-9-36

ふくむろ和みサ
ロン
「春色コンサー
ト」

震災から1年。笑顔広がる
地域に！音楽の花束を届
けます。

どなたでも
3/11(日)
10:30～12:00

無料
申込不要
当日直接会場へ

情報情報情報情報

編集・発行者 仙台市宮城野区区民部市民センター事業推進室
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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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対象を地域の方に限る講座
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センター名等 講座名称 学習日時 対象 開講日 会費 申込方法

高砂市民センター
〒983-0014高砂1-24-9
☎258-1010

高砂老壮大学
月1回第3水曜
日10:00～11:30

65歳以上200人［先着］ 5月16日 2,000円
3/7午前9時から年会費
を添えて直接センターへ

岩切市民センター
〒983-0821岩切字三所南88-2
☎255-7728

岩切老壮大学
月1回第3金曜
日10:00～11:30

60歳以上60人[先着] 4月20日 2,000円
3/6午前9時から年会費
を添えて直接センターへ

鶴ケ谷市民センター(仮事務所）※
〒983-0824鶴ケ谷2-8-7鶴ケ谷ビル2F

☎251-1562
鶴ケ谷ことぶき大学

月1回第3水曜
日10:00～11:30

60歳以上100人［先着］ 5月16日 1,000円
3/13午前10時から年会
費を添えて直接センター
仮事務所へ

榴ケ岡市民センター
〒983-0842五輪1-4-22
☎293-6742

榴ケ岡老壮大学
月1回第3木曜
日10:00～11:30

60歳以上100人［先着］
4月19日 1,000円

3/6午前9時から年会費
を添えて直接センターへ

東部市民センター
〒983-0037平成1-3-27
☎237-0092

東部いきいきスクール
月1回第3水曜
日10:00～11:30

50歳以上50人〔先着〕 4月18日 1,000円
3/7午前9時から年会費
とはがき11枚を添えて直
接センターへ

幸町市民センター
〒983-0836幸町3-13-13
☎291-8651

幸町生涯大学
月1回第3木曜
日10:00～11:30

60歳以上80人［先着］ 4月26日 1,000円
3/7午前10時から直接セ
ンターへ

田子市民センター
〒983-0021田子2-4-25
☎254-2721

田子老壮大学
月1回第2水曜
日10:00～11:30

60歳以上80人［先着］ 5月9日 1,500円
3/9午前10時から年会費
を添えて直接センターへ

福室市民センター
〒983-0005福室5-9-36
☎786-3540

福室老壮大学
月1回最終水曜
日10:00～11:30

60歳以上80人[先着] 5月30日 2,000円
3/7午前10時から年会費
を添えて直接センターへ

平成２４年度　市民センター「老壮大学」受講生募集
　区内市民センターでは、高齢の方を対象とした学習講座「老壮大学」の受講生を募集しています。 さまざまなテーマについて学習し、サークル活
動などを通じて交流を深めてみませんか。
　開講式日程など、詳しくは各市民センターへお問い合わせください。※修学期間は１年間です。

※鶴ケ谷市民センターは震災で被災したため、仮事務所で行います。



※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

まなびごっこ「映
画上映会」

ボーア戦争で両親を失っ
た幼い兄弟と祖父との物
語「小さな贈り物」を上映し
ます。

どなたでも・
96人〔先着〕

3/16(金)13:30～15:30 無料 不要直接会場へ

ボッチャクラブ

赤球組と青球組に分かれ
て交互に球を投げ、的とな
る白い球との距離を競うス
ポーツを体験してみませ
んか。

どなたでも・
40人〔先着〕

3/17(土)10:00～12:00 無料 不要直接会場へ

民話のおくりもの
－大人のための
人形劇

懐かしい人形劇で、民話
のほのぼのとした世界を
楽しみましょう。

どなたでも 3/17(土)14:00～15:00 無料 不要直接会場へ

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

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

若林区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

編集・発行者 仙台市若林区中央市民センター

〒984-0827 若林区南小泉1-1-1
Tel:282・1173/ fax:282・1180/ E-mail: wakachu@stks.city.sendai.jp

平成24年 3月号・平成24年 2月25日発行 No.9

※この事業ガイドでは 3月に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。

3月号

平成24年

まなびごっこ「女
性のための囲碁
教室」

囲碁の基本的なルールと
対局の仕方を学びます。

初めて囲碁
を打つ女性・
15人〔抽選〕

4/19、5/10・24、6/7・
21、7/5・19、8/2・9、
9/6 各木曜日
 13:30～15:30

525円

4/5（必着）までに
往復はがきまた
は窓口へはがき
持参で

七郷市民センター
℡288･8700
fax288･2340
〒984-0032 荒井字堀添
65-5

七郷かるた大会
地域の歴史や風土を読み
札にした「七郷かるた」の
大会です。

どなたでも
3/17(土）10:30～
12:00

無料
3/10(土）までに
電話・フックス・窓
口へ

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

街かどコンサート

仙台市出身の二人の演奏
家を迎え、独奏や連弾でド
ビュッシー・ラフマニノフ・
モーツアルトのピアノ曲を
鑑賞します。

どなたでも・
70人〔先着〕

3/10(土)14:30～ 無料 不要直接会場へ

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
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センター名等 講座名称 学習日時 対象 開講日 会費 申込方法

南小泉老壮大学
教養コース

月1回 原則第2水曜日
10:00～11:30

4/18(水)

南小泉老壮大学
健康コース

月1回 原則第4水曜日
10:00～11:30

4/25(火)

七郷市民センター
〒984-0032 荒井字堀添65-5
℡288･8700

七郷老壮大学
月1回第2水曜日

10:00～11:30
60歳以上

100人〔先着〕
4/11(火) 1,000円

3/14午前10時から直接
センターへ

荒町市民センター
〒984-0073 荒町86-2
℡266･3790

あらまち町民大学
シルバーセミナー

月1回第3水曜日
10:00～11:30

60歳以上
100人〔先着〕

4/18(水) 1,000円
3/15午前10時から直接
センターへ

六郷市民センター
〒984-0835 今泉1-3-19
℡289･5127

六郷あすなろ大学
月1回第3木曜日

10:00～11:30
50歳以上

120人〔先着〕
5/17(木) 1,000円

3/8正午から直接セン
ターへ

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

沖野耕友大学
月1回第2金曜日

10:00～12:00
60歳以上

80人〔先着〕
5/11(金) 1,500円

3/9午前10時から直接
センターへ

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

若林老壮大学
月1回第1金曜日

10:00～12:00
60歳以上

100人〔先着〕
4/13(金) 1,500円

3/16午前9時半から直
接センターへ

平成24年度　市民センター「老壮大学」受講生募集
　区内市民センターでは、高齢の方を対象とした学習講座「老壮大学」の受講生を募集しています。さまざまなテーマについて学習し、サークル活
動などを通じて交流を深めてみませんか。
　開講式日程など、詳しくは各市民センターへお問い合わせください。
※修学期間は１年間です。

60歳以上
各コース96人

〔抽選〕
1500円

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

3/31（必着）までに往復
はがきで



センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

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

ヴァイオリン･ヴィオラ等によ
る夜の音楽会です。本格的
なクラシックをお楽しみくださ
い。

どなたでも・
100人〔先着
順〕

3/9（金）
18:30～19:30 開場18:00

無料 不要直接会場へ

山田市民センター
℡244･0213  fax244･1843
〒982-0813山田北前町13-1

再発見　地域の
自然　-笊川・鈎
取山-「笊川コー
ス」

源流から名取川に至る笊川
流域を探索し、生態系を学び
ます

成人･20人
〔抽選〕

5/17(10:00～12:00)、
6/28、7/19(9:00～14:00)
各木曜日

保険代
4/19（必着）まで
に往復はがきで

山田市民センター
℡244･0213  fax244･1843

再発見　地域の
自然　-笊川・鈎
取山-「鈎取山

鈎取山の植生観察及び環境
の変化による影響を学びま

成人･20人
〔抽選〕

5/30、10/24、1/23各水
曜日9:00～14:00

保険代
4/19（必着）まで
に往復はがきで

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

太白区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

編集・発行者 仙台市太白区中央市民センター

〒982-0011太白区長町5-3-2
Tel: 304･2741/ fax:304･2526/ E-mail: futochu@stks.city.sendai.jp

平成23年3月号・平成23年2月25日発行 No.9
※この事業ガイドでは3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。

平成23年

3月
平成24年

〒982-0813山田北前町13-1
取山-「鈎取山
コース」

す
〔抽選〕 曜日9:00～14:00

代
に往復はがきで

中田市民センター
℡241･1459  fax242･2535
〒981-1104中田4-1-5

ジュニアリーダー
とあそぼう

ジュニアリーダーと一緒に、
ゲームや手づくりおもちゃを
楽しみましょう

小学生
50人

3/3（土）
10：00～11：30

無料 不要直接会場へ

中田市民センター
℡241･1459  fax242･2535
〒981-1104中田4-1-5

出前講座～あな
たの近くで学びま
しょう

地域に出向き楽しく交流やふ
れあいを行います。

前田町内会
の60歳以上
の方・50人

和っはホール
3/2（金）
10：00～11：30

無料 不要直接会場へ

中田市民センター
℡241･1459  fax242･2535
〒981-1104中田4-1-5

出前講座～あな
たの近くで学びま
しょう

地域に出向き楽しく交流やふ
れあいを行います。

向河原町内
会の60歳以
上の方・40
人

中田市民センター
3/10（土）
10：00～11：30

無料 不要直接会場へ

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

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

3/28（水）
15：00～15：30

無料 不要直接会場へ

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

太白区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

編集・発行者 仙台市太白区中央市民センター

〒982-0011太白区長町5-3-2
Tel: 304･2741/ fax:304･2526/ E-mail: futochu@stks.city.sendai.jp

平成23年3月号・平成23年2月25日発行 No.9
※この事業ガイドでは3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。

平成23年

3月
平成24年

3月の市民センター休館日

5日(月)、１2日(月)、19日(月)、21日(水)、26日(月)



センター名等 講座名称 学習日時 対象 申込方法
太白区中央老壮大学校
いきいき健康コース

原則月1回主に第1金曜
日10:00～11:30

太白区中央老壮大学校
せいかつ教養コース

原則月1回主に第2金曜
日10:00～11:30

太白区中央老壮大学校
ふるさと文化コース

原則月1回主に第3金曜
日10:00～11:30

生出市民センター
〒982-0251茂庭字新熊野64
℡281･2040

生出老壮大学

月1回 第3金曜日
10:00～11:30

50歳以上50人〔先着〕 4/5午前9時から電話、
ファックスまたは直接窓
口へ

中田市民センター
〒981-1104中田4-1-5
℡241･1459

中田老壮大学

月1回 第3木曜日
10:00～11:30

60歳以上80人〔先着〕 3/9午前10時から直接
窓口へ

秋保市民センター
〒982-0243秋保町長袋字大原160-2

℡399･2316、fax399･2394
あきう熟年のひろば

月1回 第3木曜日
13:30～15:30

50歳以上50人〔先着〕 4/3午前9時半から電
話、ファクスまたは直接
窓口へ

西多賀市民センター
〒982-0034西多賀3-6-8
℡244･6721

西多賀寿大学

月1回 第3水曜日
10:00～11:30

60歳以上100人［先着］ 4/11午前10時から直接
窓口へ

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

八本松寿大学

月1回 木曜日（5月～2
月)10:00～11:30

50歳以上100人〔先着〕 4/5午前10時から直接
窓口へ

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

やぎやまシニア大学

月1回 第2木曜日（5月～
2月)10:00～11:30

50歳以上100人〔抽選〕 往復はがきに住所・氏
名・性別・年齢・電話番
号を記入して3/31（必
着）までに

山田市民センター
〒982-0813山田北前町13-1
℡244･0213、fax244･1843

山田豊齢大学

月1回 第2木曜日
10:00～11:30

60歳以上100人〔先着〕 4/5午前10時から電話、
ファクスまたは直接窓口
へ

茂庭台市民センター
〒982-0252茂庭台4-1-10
℡281･3293

茂庭台大学
月1回 第3金曜日（3月は
第2金曜日）10:00～11:30

60歳以上50人〔先着〕 4/5午前10時から直接
窓口へ

東中田市民センター
〒981-1101四郎丸字吹上51
℡242･1185

東中田老壮大学
月1回 第2水曜日（3月は
第1水曜日）13:30～15:00

60歳以上80人〔先着〕 4/5午前10時から直接
窓口へ

柳生市民センター
〒981-1106柳生7-20-7
℡306･6750

柳生シニアスクール
月1回 第4水曜日（5月～
2月）10:00～11:30

50歳以上50人〔先着〕 4/6午前10時から直接
窓口へ

富沢市民センター
〒982-0036富沢南1-18-10
℡244･3977

富沢シニアクラブ

月1回 第3木曜日（5月～
2月)10:00～11:30

50歳以上60人〔先着〕 4/8午前10時から電話ま
たは直接窓口へ

平成２４年度　市民センター「老壮大学」受講生募集
　区内市民センターでは、高齢の方を対象とした学習講座「老壮大学」の受講生を募集しています。さまざまなテーマについて学習し、
サークル活動などを通じて交流を深めてみませんか。
　開講式日程など、詳しくは各市民センターへお問い合わせください。
※修学期間は１年間です。

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

61歳以上各100人〔抽
選〕

往復はがきに住所・氏
名（ふりがな）・電話番
号・希望コース（第2希望
まで）を記入して3/27
（必着）までに
※申し込みは1人1通で
す



センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

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

黒松わんぱく親子
農園

親子で一緒に野菜や花を
育て、できた枝豆でずんだ
餅を作ります。

小学生と保
護者・15組
〔先着〕

4/28、5/12、6/9、
7/7、7/28各土曜日
10:00～12:00全5回

1組
500円

4/12　10:00～
窓口・電話

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

天体観望会「夜の
星空散歩」

冬から春にかけての夜空
の星を移動天文車「ベガ」
の望遠鏡で観察しましょ
う。

どなたでも・
60人〔先着〕
※小学生以
下、保護者
同伴

3/16(金) 18:30～
20:30

無料
3/9まで
窓口・電話・ファクス

寺岡市民センター
℡378･4490  fax378･4534
〒981-3204寺岡2-14-4

街かどコンサート
仙台ゆかりの若い演奏家
たちによるクラッシックコン
サートです。

どなたでも・
60人〔先着〕

3/8（木）　14:30～
15:30

無料 当日直接

南中山市民センター
℡379･4780  fax348･4340 いずみ中山愛菜ボ 「いずみ中山愛菜農園」で 成人・30人

4～12月の土曜日午
前

1 000円
3/13　9:00～

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 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

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

３月号
平成24年

平成２４年２月２５日発行 No.９
※この事業ガイドでは３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。

℡379 4780  fax348 4340
〒981-3213南中山2-24-
12

いずみ中山愛菜ボ
ランティア講座

「いずみ中山愛菜農園」で
野菜作りをしませんか。

成人 30人
〔先着〕

前
※作業に合わせて決
定

1,000円
3/13　9:00
窓口・電話・ファクス

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 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

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

３月号
平成24年

平成２４年２月２５日発行 No.９
※この事業ガイドでは３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。

３月の休館日 ５日（月）、１２日（月）、１９日(月)、２１日(水）、２６日(月)



センター名等 講座名称 学習日時 対象 開講日 会費 申込方法

泉シニア塾
<文化コース>

主に第2水曜日
10:00～11:30（全8回）

泉シニア塾
<健康コース>

主に第4水曜日
10:00～11:30（全8回）

根白石市民センター
℡379･2108  fax376･5769
〒981-3221根白石字杉下
前24

さわやか大学
主に第3木曜日
10:00～11:30（全10回）

概ね50歳以
上の方・50
人
〔先着〕

5/1７（木） 実費
3/13　　9:00～
窓口へはがき1枚
持参

南光台市民センター
℡274・9028  fax718･1387
〒981-0904青葉区旭ヶ丘
3－25－15旭ヶ丘市民セン
ター3階

南光台学院
曜日不定
10:00～11:30（全10回）

50歳以上の
方・70人
〔抽選〕

4/18（水） 1,000円

3/24（必着）まで往
復はがき、または窓
口へはがき1枚持
参

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

黒松寿大学
主に第3木曜日
10:00～11:30（全9回）

60歳以上の
方・60人
〔先着〕

5/1７（木） 1,000円
3/15  10:30～
窓口へはがき1枚と
費用持参

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

将監寿大学
主に第3火曜日
10:00～11:30（全10回）

60歳以上の
方・70人
〔先着〕

5/15（火） 実費
3/10  10:00～
窓口へはがき1枚
持参

加茂市民センター
℡378･2970  fax377･4565
〒981-3122加茂4-2

ワイワイ若がえり塾
主に第3木曜日
10:00～11:30（全11回）

50歳以上の
方・40人
〔先着〕

5/17（木） 無料
4/1  10:00～
窓口へはがき1枚
持参

平成２４年度　「老壮大学」受講者募集

5/16（水） 実費
4/5（必着）まで往復
はがき

さまざまなテーマについて学習し、サークル活動などを通じて交流を深めてみませんか。
詳しくは各市民センターへお問い合わせください。

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

60歳以上の
方・
各コース60
人
〔抽選〕

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

高森塾
主に第4金曜日
10:00～11:30（全9回）

概ね50歳以
上の方・60
人〔抽選〕

5/25（金） 実費

4/13（必着）まで往
復はがき、または窓
口へはがき1枚持
参

松陵市民センター
℡375･8101  fax375･6101
〒981-3108松陵5-20-2

いきいき楽々講座
主に第2金曜日
10:00～11:30（全9回）

50歳以上の
方・60人
〔先着〕

5/11（金） 1,000円
3/7  10:00～
窓口へ費用持参

寺岡市民センター
℡378･4490  fax378･4534
〒981-3204寺岡2-14-4

多聞塾
主に第1木曜日
10:00～11:30（全10回）

55歳以上の
方・60人
〔抽選〕

5/10（木） 実費

4/22（必着）まで往
復はがき、または窓
口へはがき1枚持
参

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

長命大学
主に第3木曜日
10:00～11:30（全10回）

60歳以上の
方・80人
〔先着〕

5/17（木） 1,000円
3/15  10:00～
窓口へはがき1枚と
費用持参

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

城前大楽
主に第3木曜日
10:00～11:30（全10回）

60歳以上の
方・50人
〔先着〕

4/19（木） 1,000円
3/13  10:00～
窓口へ費用持参

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

桂友くらぶ
主に第2木曜日
10:00～11:30（全10回）

50歳以上の
方・80人
〔抽選〕

5/10（木） 実費

4/15（必着）まで往
復はがき、または窓
口へはがき1枚持
参

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

かがやきカレッジ
主に第2金曜日
10:00～11:30（全10回）

概ね50歳以
上の方・60
人〔抽選〕

5/11（金） 実費

4/10（必着）まで往
復はがき、または窓
口へはがき1枚持
参
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