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主催・共催・後援イベントなど6
■実行委員会、仙台市（国連防災世界会議準備室）主催イベント

■実行委員会、仙台市（国連防災世界会議準備室）後援イベント

開催日 事業名 主催団体 会場 備考（共催）

平成26年
3月1日

第3回国連防災世界会議1年前シンポ
ジウム～震災の経験と教訓を仙台・東
北から世界へ～

仙台市 仙台市情報・産業プ
ラザ多目的ホール

東北大学災害科学国際研究
所、（株）日本政策投資銀行、

（株）河北新報社

平成26年
8月31日

第3回国連防災世界会議半年前フォー
ラム「復興・防災の活動とまちづくり～
伝える防災　感じる防災～」

第3回国連防災世
界会議仙台開催実
行委員会、仙台市 

仙台市市民活動サ
ポートセンター
市民活動シアター

平成27年
2月1日

第3回国連防災世界会議直前イベント
「ひとのちから～祈りを奏でる、祈り
をおどる～」

第3回国連防災世界
会議仙台開催実行
委員会、仙台市、（公
財）音楽の力による
復興センタ―・東北

仙台メディアテーク
オープンスクエア

平成27年
3月13日

国連防災世界会議仙台開催記念演奏会
「音楽の力による復興・そして未来へ」

第3回国連防災世
界会議仙台開催実
行委員会、仙台市、

（公財）仙台フィルハ
ーモニー管弦楽団

東京エレクトロンホ
ール宮城

■実行委員会、仙台市（国連防災世界会議準備室）共催イベント
開催日 事業名 主催団体 会場 備考（共催）

平成26年
7月18日

HFA市民セミナ「2015年国連防災
世界会議に向けて～Hyogo Frame-
work for Action からみた東日本大
震災の教訓～」

東北大学災害科学
国際研究所

仙台メディアテーク
オープンスクエア

第3回国連防災世界会議仙
台開催実行委員会、仙台市

平成26年
７月24日～
９月26日

仙台市PTA協議会特別企画「守ろう大
切な命」「つくろう笑顔あふれる街」絵
画・ポスターコンクール

仙台市ＰＴＡ協議会 市内小中学校 第3回国連防災世界会議仙
台開催実行委員会、仙台市

平成26年
9月17日

みらいの東北創造フォーラム2014
「防災から減災へ」～生死を分けた瞬
間～

（株）仙台放送 電力ホール

第3回国連防災世界会議仙
台開催実行委員会、仙台市、
東北大学、東北大学災害科学
国際研究所

平成27年
1月31日

減災こども国際フォーラム～世界とむ
すぶ未来へつなぐ　減災へのメッセー
ジ～2015年３月国連防災世界会議へ
つなぐ

（株）仙台放送

東北大学カタール
サイエンスキャンパ
スホール、青葉山キ
ャンパス中央棟

第3回国連防災世界会議仙
台開催実行委員会、仙台市、
東北大学、東北大学災害科学
国際研究所

平成27年
３月14日、
15日

「もしも」を乗り越える力～防災キャン
プを体験しよう～ 

東北大学災害科学
国際研究所 定禅寺通緑地

第3回国連防災世界会議仙
台開催実行委員会、仙台市、

（株）スノーピーク

開催日 事業名 主催団体 会場 後援

平成25年
10月11日

レジリエンス・ワークショップ 2013 
～震災からの復興を加速するレジリ
エントな社会を目指して～

東北大学災害科学国際研究所 東北大学工学部中央棟
大会議室 仙台市

平成26年
1月21日

国際復興フォーラム 2014
～災害復興における官民連携～

国際復興支援プラットフォーム事務
局、内閣府、兵庫県、アジア防災セ
ンター、国連開発計画、UNISDR、
世界銀行

神戸ポートピアホテル 
偕楽の間 仙台市

平成26年
2月22日

データ活用で防災力ＵＰ！
International Open Data Day 
2014 仙台

Code for Miyagi β （株）日立ソリューション
ズ東日本 仙台市

平成26年
3月16日

国際協力イベント　世界の途上国「国
連防災世界会議と私たち」 宮城県青年海外協力協会 せんだいメディアテー

ク オープンスクエア 仙台市

平成26年
3月9日

東北大学災害復興新生研究機構シン
ポジウム～「東北復興・日本新生の
先導」を目指して～

東北大学
ウェスティンホテル
仙台　グランドボール
ルーム

仙台市
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開催日 事業名 主催団体 会場 後援
平成26年
7月13日～
11月16日

荒町市民センター主催講座
「防災の力こぶ・そなえて守る」 荒町市民センター 荒町市民センター 実行委員会

平成26年
8月1日 津波建築実験室開催 仙台八木山防災連絡会、

東北工業大学
東北工業大学　八木山
キャンパス 実行委員会

平成26年
8月3日

かきじいさんのワールドワイド
自然塾

（独）国際協力機構
東北支部

仙台国際センター
交流コーナー内研修室 実行委員会

平成26年
8月4日

東北大学大学院工学研究科　平成 26
年度リカレント教育講座「東日本大
震災被災地の未来を考える」

東北大学大学院
工学研究科

せんだいメディアテーク
スタジオシアター

実行委員会、
仙台市

平成26年
9月13日

多様性を生かしたまちづくりと防災 
～インターカルチュラル・シティを
参考に～

（独）国際交流基金 仙台国際センター
交流コーナー内研修室 実行委員会

平成26年
9月19日～21日

再 ( また ) アエルで学ぼう
～宮教大 3days ～ 宮城教育大学 アエル　アトリウム 実行委員会

平成26年
9月26日～
11月22日

「ふりかえる、はなす、すすめるプロ
ジェクト」

仙台市、
（公財）仙台市市民文化事業団

仙台市市民活動サポー
トセンター 市民活動シ
アター、仙台市役所市
民ギャラリー、青葉区
中央市民センター、宮
城 野 区 中 央 市 民 セ ン
ター、榴ヶ岡児童館、
せんだい演劇工房 10
－ BOX、book café 
火星の庭

実行委員会

平成26年
9月27日～
28日

被災訓練プログラム　SENDAI 
CAMP ～あなたの " 生きる力 " を高
めよう！～

「生きる力」市民運動化プロジェクト
SENDAI CAMP 実行委員会 勾当台公園 実行委員会

平成26年
10月28日

平成 26 年度百年の杜づくりフォー
ラム 仙台市 せんだいメディアテーク 

オープンスクエア 実行委員会

平成26年
11月9日 津波建築実験室 津波に負けない建物づくり・まちづ

くり勉強会

勾 当 台 公 園 市 民 広 場
( 仙 台 市 PTA フ ェ ス
ティバル内 )

実行委員会

平成26年
11月15日

日系人が見た After 3.11 ドキュメン
タリー『東北の物語 /Stories From 
Tohoku- 日系アメリカ人と日本を結
ぶ永遠の絆』上映会およびトークセッ
ション

東 北 学 院 大 学、STORITES FROM 
TOHOKU : With Heart and Hope

東北学院大学土樋キャ
ンパス　8 号館押川記
念ホール

実行委員会

平成26年
11月15日～
平成27年2月

第 3 回国連防災世界会議 in 仙台「市
民協働と防災テーマ館」プレ企画「こ
のまちで、いのちと暮らしを考える
～市民協働と防災～」

仙台市 仙台市市民活動サポー
トセンター 実行委員会

平成26年
11月21日～24日 女性と防災せんだいフォーラム （公財）せんだい男女共同参画財団、

仙台市 エル・パーク仙台 実行委員会

平成26年
11月22日 緊急被ばく医療セミナー in MIYAGI 東北大学災害科学国際研究所　緊急

被ばく医療推進センター
トラストシティ　カン
ファレンス・仙台

実行委員会、
仙台市

平成26年
11月22日～
23日

東北大学復興アクションプラン 100
＋ マルグリット・プラウ先生および
平成 26 年度学校関係者のための「こ
ころの震災復興支援」研修

東北大学大学院
教育学研究科

東北大学大学院教育学
研究科 文科系総合研究
棟 大会議室

実行委員会

平成26年
11月23日

『いま、私にできること Make an 
Action』～東日本大震災から学び、
備え、応援する～

『いま、私にできること Make an 
Action』実行委員会

調布市文化会館たづく
り・調布駅南口広場 実行委員会

平成26年
11月29日 生出地区災害対応公開講座

生出学区連合町内会、生出学区社会
福祉協議会、生出学区災害対策協議
会、生出市民センター運営協力委員
会、生出市民センター

生出市民センター
体育館 実行委員会

平成26年
12月1日～
平成27年3月
31日

第 3 回国連防災世界会議仙台開催を
記念したアマチュア無線特別局の開
設および運用

（一社）日本アマチュア無線連盟　宮城
県支部

東北地域本部 ( 川内 )、
勾当台公園 実行委員会

平成26年
12月5日

JCC2015 ＆内閣府協働シンポジウ
ム「マルチセクターの防災力」

2015 防災世界会議日本 CSO ネット
ワーク、内閣府 ( 防災担当 )、
外務省

日比谷コンベンション
ホール 実行委員会
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開催日 事業名 主催団体 会場 後援
平成26年
12月7日

国連防災世界会議ジュニアカンファ
レンス 仙台市、（公財）仙台国際交流協会 仙台国際センター

大会議室　萩 実行委員会

平成26年
12月23日

1,000 人のクロスロード 2014（仙
台会場）

1,000 人のクロスロード実行委員
会　 仙 台 会 場 実 行 委 員 会（Team 
Sendai）

仙台市役所
8 階ホール 実行委員会

平成27年
2月7日

こころの防災市民フォーラム
～第 3 回国連防災世界会議に向けて～ 東北大学災害科学国際研究所 せんだいメディアテーク

オープンスクエア
実行委員会、
仙台市

平成27年
2月7日～8日

減災ハッカソン
～身近な減災を考える～ （株）NTTドコモ

東北大学　カタールサ
イ エ ン ス キ ャ ン パ ス
ホール

実行委員会、
仙台市

平成27年
2月10日

「イスラム圏からの観光客おもてなし
セミナー」

（公財）仙台観光コンベンション協会、
（公財）仙台国際交流協会 KKR ホテル仙台 実行委員会

平成27年
3月5日

かたりつぎ
～朗読と音楽の夕べ～

東北大学災害科学国際研究所、宮城
学院女子大学、多賀城市、かたりつ
ぎ仙台実行委員会、復興支援コンサー
ト実行委員会

多賀城市文化センター
大ホール 実行委員会

平成27年
3月8日

市民センター合同イベント「楽しく
学ぶ、みんなのぼう災、げん災」 （公財）仙台ひと・まち交流財団 宮城野

中央市民センター 実行委員会

平成27年
3月8日

「The メタン～古くて新しいエネル
ギー～」 （一社）触媒学会　東日本支部 東北大学　片平さくら

ホール 実行委員会

平成27年
3月8日

続・絆カフェ交流会　春いちばんコ
ンサート

地域ボランティア　絆プロジェクト
ほほえみ

山田市民センター
体育館 実行委員会

平成27年
3月9日

ISO セキュリティ専門委員会盛岡総
会記念シンポジウム 岩手県 ホテルメトロポリタン

盛岡 実行委員会

平成27年
3月10日

3D ドキュメンタリー映画「大津波
3.11 未来への記憶」上映会＆パネル

東北大学災害科学国際研究所、（株）
NHK メディアテクノロジー 東北大学川内萩ホール 実行委員会

平成27年
3月10日、
3月12日

国際地域女性アカデミー  in 
Tohoku

Huairou Commission、国際地域女
性アカデミー in Tohoku 国内実行委
員会

アカデミー ( 南三陸プ
ラザ )、オープンフォー
ラム ( 南三陸町ベイサ
イドアリーナ・文化交
流ホール )

実行委員会

平成27年
3月11日

東北大学・福島高専　地域フォーラ
ム　震災から 4 年 - 震災復興のこれ
までと今後 -

（独）国立高等専門学校機構福島工業
高等専門学校、東北大学災害科学国
際研究所、東北大学リーディング大
学院

福島工業高等専門学校 実行委員会

平成27年
3月13日

シンポジウム「都市防災における地
理空間情報技術の活用」

国土交通省国土地理院、地球地図国
際運営委員会 ホテルモントレ仙台 実行委員会

平成27年
3月13日～15日 小さなおひなさま会と背守り展 良覚院丁庭園を守る会 良覚院丁庭園　緑水庵 実行委員会

平成27年
3月13日～18日

伊達美味復興・防災マーケット内 
KHB 東日本放送ブース （株）東日本放送 サンモール商店街 実行委員会

平成27年
3月13日～19日

復興・青葉山東キャンパス
～東北大学大学院工学研究科キャン
パス復興記録展～

東北大学大学院工学研究科　キャン
パスデザイン復興推進室

人間・環境系教育研究
棟　1 階ギャラリー 実行委員会

平成27年
3月14日 とちぎ防災フォーラム 2015 障がい児者支援とちぎ 宇都宮市立南図書館 実行委員会

平成27年
3月14日～15日

ニューヨークフェスティバル国連賞
銅メダル受賞作品「津波を撮ったカ
メラマン」特別上映会

（株）東日本放送 桜 井 薬 局 セ ン ト ラ ル
ホール 実行委員会

平成27年
3月15日～16日

住まいのレジリエンス推進プロジェ
クト～レジリエンス住宅を考えるシ
ンポジウム及び公開展示～

（一社）強靭な理想の住宅を創る会
仙台トラストタワー　
5 階会議室および
公開空地

実行委員会

平成27年
3月15日

第 4 回福島国際専門家会議：県民健
康調査と安全と安心に向けて：福島
原発事故から 4 年

福島県立医科大学 福島ビューホテル 実行委員会

平成27年
3月16日

明日を信じて - 亡き友に -　合唱とビ
ブリオバトルで想うあの日

（一社）日本女子大学教育文化振興桜
楓会　宮城支部

宮城野区文化センター
パトナホール 実行委員会

平成27年
3月19日

減災市民会議 2015
～減災都市に向けた歩み～ 多賀城市 多賀城市市民活動

サポートセンターほか 実行委員会

平成27年
3月15日

3.11を忘れない国際防災映画祭仙台/
3.11Documentary Film Festival 国際防災映画祭仙台実行委員会 戦災復興記念館 実行委員会
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開催日 事業名 主催団体 会場 後援

平成27年
3月16日

一般公開講演会・研究室公開：「電波
科学と安全・安心」～電磁波の建造
物非破壊検査への応用～

東北大学東北アジア研究センター 東北大学　東北アジア
研究センター大会議室 実行委員会

平成27年
3月18日～
3月23日

サステナブル・イベント・セミナー 日本コンベンションサービス（株）

(仙台)せんだいメディア
テーク　1 Ｆカフェ 
( 東京 ) 虎ノ門ヒルズ　
ホール A

実行委員会

平成27年
3月29日

防災ワークショップ「防災レシピと
海外の事例に学ぶ」 土岐市国際交流協会 土岐市駄知公民館 実行委員会

開催日 事業名 主催団体 会場
平成26年4月1日～
平成27年3月1日 「東日本大震災後の地域の活動記録」 東部市民センター 東部市民センター

平成26年4月9日～
11月5日

地域の絆再生プロジェクト「地域づくり講座」 
地域プロデュース「東仙台耀きクラブ」企画 
～伝えたい地域の歴史～再考

東部市民センター 東部市民センター

平成26年4月10日～
平成27年3月30日 震災復興地元学 高砂市民センター、

仙台市 高砂市民センター

平成26年4月12日～
平成27年3月14日

みんなで学ぶ 
「地域で支える東仙台防災ルール」 東部市民センター

東 部 市 民 セ ン タ ー、
東仙台コミュニティ
センター

平成26年4月16日～
11月28日

八本松地域防災サミット
～住民による住民のための災害対策 八本松市民センター

八本松市民センター
会議室兼調理室、八
本松小学校、県立聴
覚支援学校体育館・
校庭

平成26年4月16日～
平成27年2月26日

東日本大震災の記録 
～おきのかわら版～ 沖野市民センター 沖野市民センター

平成26年4月18日～
平成27年1月31日 大型マンション防災講座 三本松市民センター

ライオンズタワー仙
台広瀬、三本松市民
センター

平成26年4月23日～
平成27年3月18日

ボランティアサークル支援「民謡・絆・ひまわりの会」
フォローアップ 山田市民センター 山田市民センター

平成26年4月26日～
平成27年3月28日 水の森防災学校企画会議 水の森市民センター 水の森市民センター

平成26年4月26日～
平成27年3月28日 田子のきずなステーション 田子市民センター、

仙台市

田 子 市 民 セ ン タ ー、
田子西市営住宅集会
所、館外

平成26年4月26日～
平成27年3月14日

未来への伝言 
－七郷を語り継ぐ 七郷市民センター

七 郷 市 民 セ ン タ ー、
荒浜小学校、閖上の
記憶

平成26年4月28日～
10月15日 災害に備えよう 福沢市民センター 福 沢 市 民 セ ン タ ー、

北六番丁小学校
平成26年5月4日～
平成27年3月1日 高砂サローネ 2014 高砂市民センター 高砂市民センター

平成26年5月8日～
平成27年3月5日

定点観察
「今と未来をつなぐ」 七郷市民センター 七郷市民センター

平成26年5月12日～
平成27年2月17日 一人ひとりにやさしい防災の輪 幸町市民センター 幸町市民センター

平成26年5月15日～
8月8日 「中学生地域貢献講座企画会議」 東部市民センター 東仙台中学校

平成26年5月16日～
9月19日 とみざわ・園芸カフェ 富沢市民センター 富沢市民センター

平成26年5月16日～
平成27年3月24日 六郷地域支えあい事業 六郷市民センター 六郷市民センター

平成26年5月17日～
7月19日 八本松防災リーダー養成講座 八本松市民センター

八本松市民センター
会議室兼調理室・体
育館

平成26年5月18日～
12月7日 ふくむろ防災塾 2014 福室市民センター 福 室 市 民 セ ン タ ー、

福室小学校

平成26年5月20日～
平成27年3月17日

あの時を忘れない
－震災の記憶 七郷市民センター

七 郷 市 民 セ ン タ ー、 
七郷中央公園仮設住
宅集会所

平成26年5月22日～
平成27年2月5日 泉中央交流カフェ 2014　～ともに楽しむ～ 泉区中央市民センター

七北田公園都市緑化
ホール、泉区中央市
民センター

■その他関連イベント
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開催日 事業名 主催団体 会場
平成26年5月23日～
11月16日 私の住む町どんな町 福沢市民センター 福 沢 市 民 セ ン タ ー、

東照宮など
平成26年5月26日 防災教室～僕たち私たちの力～ 折立市民センター 折立中学校
平成26年6月3日～
9月17日 ママたちの防災ワーク 太 白 区 中 央 市 民セン

ター
太白区中央市民セン
ター

平成26年6月4日～
11月7日 ふれあい結いの輪 柳生市民センター 柳 生 市 民 セ ン タ ー、

館外 ( センター周辺 )

平成26年6月4日～
平成27年3月6日 大沢地域防災講座 大沢市民センター

大沢中学校、大沢小
学校、大沢市民セン
ター

平成26年6月5日～
7月3日 傾聴ボランティア養成講座 田子市民センター 田 子 市 民 セ ン タ ー、

宮城野の里

平成26年6月7日～
12月20日

復興公営住宅対象事業 / ウエルカムコンサート＆交流会
in 若林・広瀬川早起きさんぽ・ゴミ分別学習会・アフタヌー
ンコンサートほか

仙台市、（社福）仙台市
社会福祉協議会若林区
事務所、若林市民セン
ター、若林西せせらぎ
会

若林市民センターホー
ル、復興公営住宅集
会所ほか

平成26年6月13日、
9月18日 減災をめざして～松森地域防災講座～ 松森市民センター 松森小学校、鶴が丘

小学校
平成26年6月18日、
平成27年1月22日 泉中央減災講座 泉区中央市民センター 泉区中央市民センター

平成27年6月19日 東中田地域防災ネットワーク 東中田市民センター 東中田市民センター

平成26年6月21日 中学生が活躍する防災訓練 長命ケ丘連合町内会
長命ケ丘指定避難所

（長命ケ丘小学校・中
学校）

平成26年6月21日、
8月30日 柳生地域防災講座 柳生市民センター 柳生市民センター

平成26年6月21日～
平成27年2月7日 水の森防災学校 水の森市民センター 水の森市民センター

平成26年6月22日～
9月14日 ジュニア防災講座 若林市民センター 若林市民センター会

議室ほか
平成26年6月22日、
10月18日 震災への学び～どう家族を守るか～ 加茂市民センター 加茂市民センター体

育館、加茂小学校校庭

平成26年6月24日～
11月16日

井土浜の風を受け、空に凧を映す
～六郷 FLY AGAIN ！～ 六郷市民センター

東六郷小学校、六郷
小学校、六郷市民セン
ター、前東六郷小学校
校庭

平成26年6月28日 地域自主防災訓練 宮城西市民センター 広陵中学校

平成26年6月30日～
平成27年3月15日 「ぼうさいダック」になってみよう 八木山市民センター、

仙台八木山防災連絡会

八木山中学校、愛宕中
学校、地域の小学校・
幼稚園・保育所、市民
広場、勾当台公園

平成26年7月1日～
平成27年2月3日

自分史講座
～震災を乗り越えて～ 南光台市民センター 南光台市民センター

仮設会議室

平成26年7月5日 平成 26 年度「天水桶手づくり講座」 仙台市 七北田公園都市緑化
ホール 

平成26年7月12日～
12月13日 田子西復興公営住宅支援事業 田子市民センター 田子西市営住宅集会

所　ほか
平成26年7月13日～
11月16日 防災の力こぶ・そなえて守る！ 荒町市民センター 荒町市民センター

平成26年7月17日～
11月18日 山田鈎取地域防災訓練 山田鈎取地域町内会連

合会
上野山小学校、山田
中学校

平成26年7月18日～
11月18日 ジュニア地域防災エキスパート養成講座 山田市民センター 山田市民センター

平成26年7月21日～
12月3日

復興公営住宅入居者交流事業
－つながろう！この地で 七郷市民センター 荒井東復興公営住宅

平成26年7月27日、
8月31日 災害に強い街 " 若林 " をつくろう！ 若林市民センター 若林市民センター会

議室ほか

平成26年8月23日、
9月7日 桂地域防災事業

桂連合町内会、桂赤十
字奉仕団、桂市民セン
ター

桂市民センター、桂
小学校

平成26年8月23日～
10月18日

災害対応力を身につける
「ゲームと実践で学ぶ防災・減災講座 2014」 中田市民センター 中 田 市 民 セ ン タ ー、

中田小学校校庭
平成26年8月31日 地域の災害時の防災・減災対策について 松陵市民センター 松陵市民センター

平成26年9月2日、
9月3日 災害に備える―自助力アップ！ 吉成市民センター

南吉成地域包括支援
センター（2 日）、吉
成集会所（3 日）

平成26年9月6日～
平成27年3月12日 【出前講座】地域げんき倶楽部 若林区中央市民センター

卸町5丁目公園仮設住
宅、若林区中央市民セ
ンター、大和コミュニ
ティセンター
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開催日 事業名 主催団体 会場

平成26年9月13日 災害に備えて「将監地区防災訓練」
将監町内会自治会連絡
協議会、将監赤十字奉
仕団

将監小学校

平成26年9月13日～
11月29日 六郷地域防災事業 六郷市民センター 六郷小学校、六郷市

民センター
平成26年9月19日～
平成27年3月13日 災害に強いまちづくり企画会議 旭ヶ丘市民センター 旭ヶ丘市民センター

平成26年9月20日 防災プロジェクト 2014 ～その時わたし達にできること～ 黒松市民センター 八乙女中学校

平成26年9月20日 地域防災講座 茂庭台市民センター 茂庭台市民センター
体育館

平成26年9月26日 南光台地域防災力向上計画＇14 南光台市民センター 南光台中学校
平成26年10月2日～
10月25日

沖野地区総合防災訓練
－若い力で地域を守る 沖野市民センター 沖野市民センター

平成26年10月2日～
10月29日 防災情報発信講座 貝森小学校・貝ヶ森地

区連合町内会連携
貝森小学校・貝森小
学校学区内

平成26年10月9日～
10月11日

復興出前講座「田子西であいましょう」
｜サークル体験会 田子市民センター 田子西市営住宅集会

所
平成26年10月21日 防災講座 中山市民センター 中山市民センター
平成26年10月21日～
11月14日 出前講座「君もプチレスキュー」 鶴ヶ谷市民センター 西山中学校、鶴谷中

学校
平成26年10月25日～
12月12日 みんなの力で地域防災・減災 落合市民センター 落合市民センター、

栗生小学校

平成26年11月1日 北山地区合同防災訓練 「指定避難所三条中学
校」運営委員会 三条中学校

平成26年11月8日 必ずしよう！防災の備え～都市部マンションの防災を考
える～ 青葉区中央市民センター 青葉区中央市民センター

平成26年11月8日、
11月19日 災害に強いまちを目指して 折立市民センター

折立市民センター、
折立小学校、折立中
学校

平成26年11月9日、
平成27年1月23日 みんなで学ぶ地域防災 田子市民センター

田子中学校、田子小
学校ほか 10 町内会の
防災訓練会場、田子
市民センター

平成26年11月11日、
11月21日 高森地域防災講座 高森市民センター 高森小学校、高森東

小学校

平成26年11月16日 地域の防災・減災講座 馬場地区避難所運営委
員会 馬場小学校

平成26年11月28日～
平成27年2月25日

大震災の経験から学ぶ～災害時の自助・共助・地域防災
や避難所運営について考え、学びましょう　 木町通市民センター 木町通市民センター

平成26年11月29日 生出地区「災害対応」講座 生出市民センター 生出市民センター体
育館

平成26年11月29日 第３回伊達な防災イベント 寺岡・紫山地域防災ネッ
トワーク推進委員会 寺岡市民センター

平成26年12月4日 宮城野区防災セミナー 仙台市 宮城野区文化センター
平成26年12月7日、
平成27年1月31日 地域防災コミュニティ 西多賀市民センター 西多賀市民センター

平成27年12月13日 地域防災シンポジウム in Yagiyama　　　 八木山市民センター 八木山中学校

平成26年12月13日、
平成27年1月22日

三館共催事業
地域の絆「講」の再発見～旧高砂村の講を探るⅡ～

高砂市民センター、田
子市民センター、福室
市民センター

高 砂 市 民 セ ン タ ー、
田 子 市 民 セ ン タ ー、
福室市民センター

平成27年12月19日 語り部ボランティア養成講座 六郷市民センター 六郷市民センター

平成27年1月10日 第 500 回市民医学講座記念講演会

仙台市、（一社）仙台
市医師会、（公財）仙
台市医療センター、（公
財）仙台市救急医療事
業団

仙台市情報・産業プ
ラザ　多目的ホール

平成27年1月17日、
2月15日

田子西地区みらい塾
～私たちの仲間づくり・まちづくり～

田子市民センター、
仙台市

田子西 2 号公園、田
子 西 イ ン フ ォ メ ー
ションセンター

平成27年2月20日～
3月31日 伊達なおもてなし 仙台市各種団体 仙台市内

平成27年3月5日～
22日 仙台産農産物和食フェア 仙台産農産物 PR 事業

事務局
仙台市内の飲食店 5
店舗

平成27年3月6日～
31日 復興感謝米仙台おもてなし弁当の期間限定販売 （株）日本レストランエン

タプライズ、JA仙台

販売場所：JR 仙台駅
構内 NRE 駅弁当売店
10 ヵ所

平成27年3月9日～
18日 杜の都仙台おもてなしクリーンキャンペーン 仙台市 仙台市青葉区中央・

一番町周辺の清掃
平成27年3月14日 防災・減災ゲーム体験会 宮城野区中央市民センター 宮城野区中央市民センター
平成27年3月19日 クローズアップ片平・地域紹介映像番組づくり 片平市民センター 片平市民センター


