
　　       ※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

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

だれでもサロンま
ざらいん-小さなテ
ントサーカスが
やって来る！

「日本ホスピタル・クラウン協
会」の皆さんのバルーンアー
トやジャグリング等をお楽し
み下さい。

どなたでも・40人
〔先着〕

3/11(木）
14:30～15:20

無料
募集中
電話または窓口
へ

　

   市民センター利用のご案内（宮城野区）　　

宮城野区 市民センター
事業ガイド （募集講座案内）

3月の市民センター休館日

1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、29日（月）

編集・発行者 仙台市宮城野区中央市民センター

〒983-0842 宮城野区五輪2-12-70

Tel: 292・3125 / Fax: 295･2337

E-mail:miy013150@city.sendai.jp

情報
【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

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、ファックス番号」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。

令和 3年 3月号・令和 3年 2月25日発行 No.116

※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 (https://www.sendai-shimincenter.jp/miyagino/index.html) も ご覧ください。

3月号

令和3年

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご参加の際は次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

・風邪のような症状がある場合は、参加をお控えください。

・やむを得ず日程の変更や中止となる場合があります。必ず事前に各市民センターにご確認の上、ご利用ください。

お 知 ら せ



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
DVDコンサート
「音楽鑑賞会」

クラシック音楽の作曲
家「ヘンデル」の曲を
DVDで鑑賞します。

どなたでも・
40人

〔先着〕

3/3（水）
13:30～15:00

無料 不要直接会場へ

まなびごっこ
「映画上映会」

キリストがまとってい
た衣を手に入れた男
の人生を描く「聖衣」
を上映します。

どなたでも・
40人

〔先着〕

3/19（金）
13:30～15:45

無料 不要直接会場へ

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

震災10年目
追悼コンサート

震災発生時刻に黙祷
を捧げ、その後吹奏
楽によるミニコンサー
トを開催します。

どなたでも・
50人

〔先着〕

3/11（木）
14:30～15:30

無料 不要直接会場へ

7

若林区
中央市民センター
℡ 286･1901
fax282･1180
〒984-0827
南小泉1-1-1

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:286・1901/ fax:282・1180
E-mail: wak014150@city.sendai.jp

令和３年

３月号

情報

令和３年３月号・２月２５日発行 No.１１６

※この事業ガイドでは３月に募集・実施する事業を一覧として掲載しています。
ホームページ 【httpｓ://www.sendai-shimincenter.jp】 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

３月の市民センター休館日

１日（月）、８日（月）、１５日（月）、２２日（月）、２９日（月）

お 知 ら せ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご参加の際は次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

・風邪のような症状がある場合は、参加をお控えください。

・やむを得ず日程の変更や中止となる場合があります。必ず事前に各市民センターにご確認の上、ご利用ください。



センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

八本松市民センター

℡246･2426

fax246･9023

〒982-0001

八本松2-4-20

八本松スマイル

コンサート

仙台城南高等学校吹奏

楽部のみなさんによる

吹奏楽の演奏を楽しみ

ましょう。

どなたでも

･50人

〔先着〕

3/13（土）

10:30～11:30
無料

募集中

電話または窓口へ

募 集 講 座 案 内

太白区
市民センター事業ガイド

情報
はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、 【手話通訳・要約筆記付】定員、締め切り等が

家族参加の場合は全員分）、年齢（小・中学生は学校名、 ありますので事前に確認してください。

学年）、電話番号、ファクス番号」を記入してください。

連続で開催される講座

【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。 対象を地域の方に限る講座

令和3年3月号・令和3年2月25日発行 No.116

※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（https://www.sendai-shimincenter.jp/）もご覧ください。

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

電話：304-0377 / FAX：304-2526 / E-mail:tai015150@city.sendai.jp
令和3年

3月号

お 知 ら せ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご参加の際は次のことにご協力をお願いします。

・マスクの着用、咳エチケット、手洗いや手指の消毒にご協力ください。

・風邪のような症状がある場合は、参加をお控えください。

・やむを得ず日程の変更や中止となる場合があります。必ず事前に各市民センターにご確認の上、ご利用ください。

3月の市民センター休館日

1日（月）、8日（月）、15日（月）、

22日（月）、29日（月）

この紙は雑がみとしてリサイクルできます。

紙類定期回収や集団資源回収、資源回収庫などに出しましょう。



現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、活動を自粛しています。新型コロナウイルスの感染状況を見て、

活動を再開する予定です。加入・問い合わせはいつでもＯＫ！ご連絡をお待ちしています！



センター名 講座名 内容 対象･定員 日時等 費用 申込方法

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

高森きっずチャ
レンジ―ジュニ
アリーダーとあ
そぼう

ジュニアリーダーのお
にいさん、おねえさん
と一緒にゲームやバ
ルーンアートに挑戦し
よう。

小学生･
20人
〔先着〕

3/13(土)
10:00～11:30

無料
募集中
電話または窓
口へ

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。

対象を地域の方に限る講座

連続で開催される講座情報

3月号
令和3年

3月の休館日

1日（月）、8日（月）、15日（月）、22日（月）、29日（月）

お 知 ら せ

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: 772-3844/ fax:372･2447/ E-mail:izu016150@city.sendai.jp

令和3年2月25日発行 No.116※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 (https://www.sendai-shimincenter.jp/) もご覧ください。


