
ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 趣味 泉かんたんウクレレサークル（ウクレレ） 泉区中央市民センター 毎月第1・3木曜日 14名 募集中 月2,300円
「かんたんウクレレ
サークル」検索

ウクレレを歌いながら楽しんでいます。楽譜が読めなくても大
丈夫な初心者向けです。６つのコードを覚えて20～80歳代の
コミュニティです。HappyBirthdayから童謡・唱歌・昭和の歌
を中心にやっています。

2 趣味 いずみにこにこクラブ 泉区中央市民センター 月2回 6名 募集中
月2回
300円

笑って楽しく生きます。

3 スポーツ おやこびくすサークル
泉区中央・黒松市民セン
ター

毎週木曜日 3０名 募集中 月1,500円

親子が集まり身体運動やエアロビクス，ダンス等で楽しく汗を
かいています。ママの身体のメンテナンス・お子さんの運動機能
を高める内容になっています。季節ごとの行事等もありコミュ
ニケーションを図れる楽しいサークルです。

4 趣味 いずみ　芸能一座（民謡・踊り） 泉区中央市民センター
第2火曜日
14:00～16:00

6人　70代 募集中

年会費：
1,000円
月会費：
1,000円

シルバー人材センター行事、老人施設等を慰問（年５回位）

5 趣味 カディスギターアンサンブル （クラシックギター） 泉区中央市民センター
第2・4火曜日
13：00～16：00

11名
60～70代

募集中
１ヵ月
4,000円

平均年齢70才近い年寄りが集まったサークルです。モットーは
「楽しくなければ、音楽ではない」。活動としては、2年に一度の
定期コンサート、泉区のボランティアコンサートなどです。メン
バーの中には、コンサートよりもその後の飲み会に重点を置い
ているメンバーもいます。

6 その他 ＮＰＯ法人せんだい杜の子ども劇場
仙台市内　泉区中央市民
センター　他

随時 募集中

【正会員】年
12,000円 【準会
員】ジュニア会員：
無料
個人支援会員：年
3,000円特別支
援会員：年
10,000円

HP：
http://www.ab.au
one-
net.jp/~senmori8/
広報誌

すべてのこどもが豊かに育つ環境づくりを目指して以下の事業
を柱に活動しています。
●芸術文化体験：子どものための舞台芸術を親子で鑑賞
●あそび体験：人形劇サークル「ちょこタイム」（月１回）
●子育て支援：杜の子サロン（月1回）子育て応援ダイヤル「ママ
パパライン仙台」（毎週金曜日）
●ネットワーク事業：震災復興支援事業「杜の子まつり」ふれあ
い学びネットいずみ，いずみん等
●指定管理：榴岡児童館，新田児童館
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ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 趣味 根白石すいせんの会（大正琴） 根白石市民センター
月2回　第2・4火曜日
10:00～12：00

募集中

毎月2回センターを借用して大正琴の練習を行っています。大
正琴の上達を図り会員同士の親睦を深めています。市民セン
ターまつりへの参加、老人施設へのボランティア訪問等を行っ
ています。

2 趣味 ギターアンサンブル　アンダンテ（ギター） 根白石市民センター
第2・第4金曜日
19：00～21：00

6名 募集中
月3,500円
講師謝礼、会
場費ほか

クラッシックギター愛好サークルです。講師先生の指導を受け
童謡歌謡曲ラテン等のアンサンブルを楽しみます。市民セン
ターまつりに参加、施設訪問交流があります。

3 趣味 コールかむり（コーラス） 根白石市民センター 25名 募集中 月1,500円
女声コーラスグループです。歌の好きな者が集まり和やかに
コーラス練習を楽しんでいます。誰でも参加できます。講師は
「若生道子」先生です。

4 趣味 ハワイアンフラサークル（フラダンス） 根白石市民センター 月2回　木曜日 10名 募集中 月1,500円 河北ウイークリー
ハワイアンの曲に合わせて楽しく踊り、脳トレも兼ねて体力向上
を図っています。市民センターまつりで発表しています。

5 趣味 フラワーいずみ会（生け花、フラワーアート） 根白石市民センター
第3木曜日
13：00～15：00

8名 募集中 月2,000円
「生け花、フラワーアート」を楽しむ会です。お花を愛する方のご
参加をお待ちしています。

6 スポーツ ウィンク(バドミントン） 根白石市民センター 募集中

正会員：月
700円、ビジ
ター会員：1回
400円

心身のリフレッシュを図り楽しく運動します。

7 スポーツ ミニテニス・れもん(ミニテニス） 根白石市民センター 毎週水曜日 17名 募集中 月1,000円
ミニテニスの練習を通して日々の健康維持と親睦を図っていま
す。

8 趣味 手打ちソバ愛好会（ソバ打ち） 根白石市民センター　他 毎月第1水日曜日 12名 募集中
材料費等毎回
1,000円

手打ちソバの技術向上及び相互親睦を図ります。

9 趣味 男性料理の「三火会」（料理） 根白石市民センター
毎月第3火曜日
9：30～13：00

15名 募集中 月1,200円
団魂の世代を対象に年間12回の料理講習を実施します。和食、
中華、イタリアン等調理します。

10 趣味 根白石囲碁愛好会（囲碁） 根白石市民センター 毎週土曜日 23名 募集中 月500円

根白石市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

11 スポーツ RYUSEIバレーボールサークル（バレーボール） 市民センター バレーボールの練習をしています。

12 その他 泉ヶ岳かむり(自然保護） 泉ヶ岳 24名 募集中 年3,000円
泉ヶ岳周辺の自然保護、野外活動、自然観察などの指導引率を
します。

13 ボランティア 根白石ガイドボランティア 根白石市民センター他
定例会、現地探訪、ガイド
その他

12名
募集してい
ない

年2,000円
地域の史跡探訪をしています。安全に務めたガイドをしていま
す。市民センターまつりで活動紹介をします。白石城跡の清掃、
説明板をきれいにしています。

14 趣味 北中山観音太鼓（和太鼓サークル） 根白石市民センター　他
毎週日曜日
16：00～　他

25名
10代～60代

募集中

大人　月
2,000円
子ども　月
1,000円

泉区北中山の大人や子どもを中心に、地域の活性化と子ども
の育成を目的として結成しました。夏まつりやスポーツイベン
ト，施設でのボランティア演奏等多種活動しています。

15 趣味 幻遊（和太鼓） 根白石市民センター　他
毎週土曜日
14:00～17:00

12名
小学生～60代

募集中 月500円 フェイスブック
根白石市民センター主催の和太鼓講座終了生で会を結成しまし
た。町内会や高齢者施設での夏祭り等、年間20回程の演奏の
場をいただいています。
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根白石市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 趣味 フラワーアレンジサークル 「花サロン」  （フラワーアレンジ）
南光台市民センター、コ
ミュニティーセンター

毎週土曜日
月1回金曜

募集中 月600円

生花フラワーアレンジ、現代風モダンいけばな「プリザーブード
フラワー」など、多種多様な花のアレンジを月1回から気軽に楽
しんでいるサークルです。花代実費のみで楽しんでいます。和気
あいあいとしたサークルです。

2 趣味 南典会（書道） 市民センター 月2回　木曜日　午後 5名 募集中
書道を通して教養の向上を図ると共に、会員相互の親睦を図り
つつ地域社会の発展に寄与することを目的とします。毎月２回
の書道の練習、書道展の見学及び書道展への出品参加。

3 趣味 青華（水彩画） 市民センター他 第1・3水曜日 9名 募集中 水彩画

4 趣味 綾の会（琴） 市民センター他
琴曲の演奏会を開きます。
（主な活動から）
4月演奏会、8月浴衣会、1月お弾初めがあります。

5 趣味 コールなでしこ（コーラス） 南光台市民センター
毎週金曜日
10：00～12：00

7名 募集中 月5,000円
毎週金曜日の午前中に練習しています。
指揮者：今井邦男　伴奏者：掛田　瑶子
宮城県おかあさん合唱連盟の合唱祭と講習会に参加します。

6 趣味 南光台コロ・フィオーレ（コーラス） 南光台市民センター 21名 募集中 月2,000円 コーラスの練習、市民センターまつりに参加しています。

7 趣味 カナリヤ会（歌謡） 南光台市民センター 26名 募集中 月1,500円
年を重ねていますが、声と気持ちの若い会員が笑いながら楽し
く歌を歌い楽しい時間を送っています。

8 趣味 コール・ウィング（合唱）
南光台東コミュニティーセ
ンター

月4回毎週水曜日
9：30～12：00

24名 募集中 月3,000円
コール・ウィング
HP

平成１０年に創団した混声合唱団です。団員相互の親睦と地域
社会への奉仕を目的に活動しています。ジャンルは童謡、民謡、
フォークソングポップス、クラシック音楽など幅広く歌っていま
す。

9 趣味 オカリナサークル ラルゴ（オカリナ） 南光台市民センター 募集中 楽楽楽ホールで合同オカリナ発表等を行っています。

10 趣味 フォークアドベンチャーズ（バンド） 南光台市民センター
月2回の練習
年5～6回のバンド演奏
会

4名
募集してい
ない

毎月1,000
円

インターネット
ユーチューブ

平成21年に結成のフォークソングを主に演奏するバンドです。
月2回の練習を行い年間5～6回の演奏会で成果を発表してい
ます。1970～80年代のフォークソングを楽しみながら活動し
ています。

南光台市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

11 趣味 料理の部屋 南光台市民センター 第4火曜日 10名 募集中 月2,000円
料理に関心のある人が集い、家庭料理を作り楽しみます。豊か
な食卓をめざします。

12 趣味 食彩 南光台市民センター 毎月第3金曜日 20名 募集中 月2,000円

「料理作り大好き」が集い趣味と実践「料理を楽しむ会」「食彩」
です。月1回の男の料理教室です。家庭で出来る基本料理が中
心で料理講師渡辺先生の指導で出汁のとり方から行っていま
す。受講後の食事会が楽しみです。現在会員募集中です。定員
は24名、会費は実費程度です。「作る楽しさ、食べる楽しさ」を
是非満喫してみてください。ご参加をお待ちしています。

13 趣味 南光台園芸愛好会 南光台市民センター 39名 募集中 年4,000円 四季報
山野草や盆栽の栽培技術向上のため講習、研修等を実施しま
す。

14 スポーツ 南光台ダンス研究部（社交ダンス） 南光台市民センター 火曜日・木曜日 社交ダンス

15 スポーツ S・RG（新体操）
市民センター・コミュニ
ティーセンター

募集中 小学生から高校生まで全国大会を目指して活動しています。

16 スポーツ ぽぴんずスクエアの会（スクエアダンス） 南光台市民センター
月2回　土曜日
13：00～16：00

募集中 月1,000円
アメリカンカントリーの音楽に乗り頭脳と足の運動ができる歩
くダンスです。体験してみないとわからないと思います。是非遊
びにおいで下さい。

17 スポーツ HAPPY（バレーボール） 仙台市内の市民センター 週1回の練習、大会出場 チームワーク抜群、笑いの絶えないハッピーなチームです。

18 スポーツ GLORY（バレーボール） 泉区内市民センター 月8回練習 ８人制バレーボールを通じて良い仲間作り、健康維持。

19 スポーツ アクティブ（バレーボール） 市民センター

20 スポーツ 南光幼稚園バレーボール部（バレーボール） 南光台市民センター

南光台市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

21 スポーツ BERRYS（バレーボール） 泉区近辺

22 スポーツ 南光台サッカースポーツ少年団 南光台小学校 毎月水、土、日曜日 57名 募集中

１～３年生
月2,000円
４～６年生
月3,000円

団員募集チラシ
南光台小、南光台東小の1年生から6年生まで所属しています。
サッカーを通して家族皆で楽しめるスポ少です。

23 社会教育 浦田と南光台を学ぶ会 南光台市民センター他 毎月第2土曜日 14名 募集中 年1,000円
講座レポート「南
光台の歴史再発
見」

伊達藩の御林浦田山（南光台団地）の開発と、その裾野に代々
住居を構えて生活していた松森浦田集落の歴史を学び記録を
残したいとの思いで活動しています。まだ埋もれている歴史を
発掘します。

24 社会教育 仙台市南光台生活学校 南光台地区 7名
募集してい
ない

南光台子供会夏まつり、南光台児童館まつり等参加。EM菌を
使った石けん作りをします。
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南光台市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 スポーツ レモングラス（スコティッシュ・カントリー・ダンス） 黒松市民センター 週1回（曜日不定）
２４名
60代～80代

募集中

月500円
前期4月～9
月　後期10月
～3月

シニアの健康増進を目的とする卓球愛好会です。週１回の活動
を目指しているが活動日が特定できないことが悩みです。試合
はせず，和気藹々と汗を流しています。「たまにダブルスを組ん
で競技に興じています。」

2 スポーツ バウンディ黒松（バウンドテニス） 黒松市民センター 不定期
７名
平均70歳

募集中 月1,000円
バウンドテニスの基礎練習（ストローク，サーブ，ボレー等）と試
合形式による練習を行っています。仙台市のバウンドテニス大
会への参加をしています。

3 スポーツ 楽しいヨーガの会（ヨガ） 黒松市民センター　和室
毎週木曜日（月4回）
18:30～20:00

6名 募集中 月4,000円

年齢も経験もさまざまな会員が，美しく流れるように気持ちよ
くアレンジされたヨーガのポーズを楽しみながら，交流していま
す。深い呼吸に合わせて無理なくゆったりと身体を動かすの
で，どなたでも楽しめるヨーガです。仕事などで疲れた心身を
癒しリセットできる，体調のバロメータとなる，肩凝りや姿勢が
改善する等，会員の反応もさまざまです。

4 趣味 SCDスイートピー（スコティッシュ・カントリー・ダンス） 黒松市民センター 毎週水曜日
２０名
50代～70代

募集中
２ヶ月2,500
円

掲示板（市民Ｃ）
・スコティッシュカントリーダンスに関する勉強会
・他サークル愛好者と交流しています

5 趣味 レモングラス（スコティッシュ・カントリー・ダンス） 黒松市民センター
第2金曜日 （月1回）
13:00～15：00

10名
50代～70代

募集中 月500円

スコットランドの社交ダンスである”スコティッシュ・カントリー
ダンス”を月1回楽しんでいます。会員同士の交流と少し頭を鍛
えるダンスで心も身体も元気になれるよう新入会員をお待ちし
ています。

6 ボランティア ふきのとう（朗読） 黒松市民センター
第2・4金曜日
10：00～12：00

６名
60代～70代

募集中 月500円
詩集，小説，エッセイ集などを朗読しています。市民センターま
つりに朗読で参加しています。

7 趣味 ＫＵＲＯＭＡＴＵ音楽隊（合奏） 福祉施設 土曜日（月2回程度） 9名 募集中 月300円
黒松市民センターの「楽器を持ち寄って合奏しよう」という講座
から立ち上げた団体です。主に福祉施設などで慰問演奏をして
います。

8 趣味 仙台三線道場　子ぬ方（にーぬふぁー）　（沖縄三線） 黒松市民センター 月2回 11名 募集中 月10,000円

 
https://ninufa
1029sendai.ti
-da.net

金城盛長先生をお招きして沖縄の唄三線を学んでいます。毎年
定禅寺ストリートジャズフェスティバルにも参加し、地域のイベ
ントにも積極的に出演しています。

9 スポーツ 黒松太極拳会 黒松市民センター他
毎週金曜日
10：00～12：00

30名 募集中 月2,200円
「黒松太極拳だよ
り」

平成４年に創設し会員数も30人前後を維持して練習に励んて
います。太極拳は筋肉の増強、足腰鍛錬等健康によく、また奥
深い東洋文化に触れることができます。
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種別 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 スポーツ 加茂守・破・離の会（スポーツ吹き矢）
加茂市民センター又は加
茂３丁目集会所

火曜日14:00～16:00
土曜日14:00～16:00

18名・10代～
80代（平均
63.5歳）

募集中
会場使用料の
一部負担（１
回　200円）

宮城県スポーツ吹
矢協会

スポーツ吹矢のサークルです。吹矢は，腹式呼吸を取り入れた
健康を目的としたスポーツで年齢，体力に関係なく誰でもでき
ます。他団体との交流会や県大会・東北大会等にも出場してい
ます。

2 スポーツ 加茂リズムダンスサークル（ストレッチ） 加茂市民センター
毎週木曜日
10:00～11:30

18名 募集中 2,000円 ストレッチ、健康体操

3 スポーツ 加茂スカーレットFD（フォークダンス） 加茂市民センター
毎週水曜日
13:00～16:00

15名 募集中 月2,000円
最初はストレッチ体操で身体をほぐしてから各国の音楽に合わ
せて楽しく踊っています。笑顔のたえないサークルです。

4 趣味 泉民謡踊り愛好会　加茂サークル（日本舞踊） 加茂市民センター
水曜日 10:00～12:00
月3回

7名・60代～
70代

募集中 月2,500円 踊りを通して心身の健康づくりと仲間づくりを行っています。

5 趣味 加茂アートクラブ（絵画） 加茂市民センター
第2・4金曜日
10：00～16：00

21名 月2,000円

油彩・水彩の絵画クラブです。メンバーは，60代の男女で楽し
く絵画を勉強しています。スケッチや人物・モデルの勉強会を年
数回実施し，イズミティ21やメディアテークでの発表会も行っ
ています。

6 趣味 絵手紙サークル加茂（絵手紙） 加茂市民センター
第2・4火曜日
10：00～12：00

よき指導者に恵まれて和気あいあい楽しく活動しております。
創設者である小池邦夫先生の「ヘタでいい，ヘタがいい」の言葉
に励まされて描いております。

7 趣味 青葉手打ちそば加茂同好会（そば打ち） 加茂市民センター　他 第1・3土曜日
指導員1名，会
員19名

募集中
月1,000円
＋実費

1)地域と市民センターまつり等への参加
2)山形最上町との交流
3)仙台伊藤製粉と青葉手打そば教室各支部との交流
4)泉中央南市営住宅での「男の手習い企画」講師
5)地域障害施設とのそば打ち教室活動

8

9

10

加茂市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 趣味 東峰書道サークル（書道） 高森・泉中央市民センター 月３回　土曜日 約15名 募集中
会場使用料
講師料

http://oyaka
mekokame.c
om

初心者でも経験者でも、子供から大人まで一人一人の目的に応
じたプログラムを作成します。

2 趣味 俳句塾“花” 高森市民センター
毎月１回第１火曜日
14:00～16:00

11名 募集中
1,000円/月
/人　3ヶ月分
前金払

2018年（平成３０年）3月発足し、５月から開講している親睦会
です。初心者、経験者どなたでも歓迎します。四季折々を写し取
り十七文字に託してみませんか。新しい発見や出会いが生まれ
ます。

3 スポーツ 高森バウンドテニス愛好会（バウンドテニス）
高森市民センター・桂市民
センター

12名 募集中 8,000円/年 各人の健康のために週一回練習しています。

4 スポーツ グリーンフレッシュ（体操） 高森市民センター他
毎週金曜日
10：00～11：30

55名 募集中
月1,000円
入会金
1,000円

健康維持の為、いろいろな身体の動きを組み合わせている健
康体操です。腰の痛い方膝の痛い方体の固い方、少しずつ動か
して、柔らかくいたしませんか。いつでも無料体験ＯＫです。見
学にいらして下さい。

5 趣味 高森手話サークル（手話） 高森市民センター
月2回　火曜日
10：00～12：00

15名 募集中 300円/月
手話を学ぶ事で聾者との交流を深め、地域の福祉向上に貢献
する事を目的としています。和気あいあいと初心者から楽しく
学べます。

6 趣味 さわやかコーラス（合唱） 高森市民センター
隔週水曜日　第2・4
13：00～15：00

10名
60歳以上の方

募集中 月1,500円
平成元年市民センター開設から地域の皆さんとコーラスを楽し
んでいます。

7 趣味 BrassEnsembleFAMIIY（金管アンサンブル） 高森市民センター 7名 募集中 1,000円/月
金管楽器によるアンサンブルを楽しんでいる団体です。「ゆる
く、長く活動」がモットーです。

8 趣味 社交ダンスサークル　スプリング（社交ダンス） 高森市民センター
土曜日　月3回
9：00～11：45

18名　主として
60歳代

募集中
2,000円/
月、入会金無
し

親切・丁寧な講師の指導のもと、社交ダンスの練習をしている
趣味のサークルです。
初級コースは9時から、中級コースは10時から。二つのコース
合わせて会費は2,000円です。レッスンは、毎回2種目（ワル
ツ・ルンバなど）

9 趣味 土曜英会話（英会話） 高森市民センター 6名 募集中
1ヵ月2回
3,000円

平成12年から始めました。
1.英会話の実践を通じ、国際共通語としての英会話力の向上
2.異文化の理解、これに伴う日本文化の再発見
3.共に学ぶ楽しさと精神の充実
4.講師アメリカ人男性　毎月第2・第4土曜日10：00～11：30
英会話、英米文化、自由英作文、時事問題、クイズ等

10 スポーツ 高森卓球愛好会 高森市民センター 週一回の練習 17名 募集中 500円/月
適度の運動で体調を維持するのが目的。時々懇親会を持ってメ
ンバーのコミュニケーションをしている。

高森市民センター

http://oyakamekokame.com/
http://oyakamekokame.com/
http://oyakamekokame.com/


ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

11 趣味 岳風会詩吟研修会 高森市民センター
毎週　木曜日
14：00～16：00

7名
50代～80代

募集中 月2,500円
広報誌ＨＰ共に
『宮城岳風会』

平成12年4月から活動を始めました。。漢詩、和歌、詩などを、
腹式呼吸で吟詠し心身の充実が肌で感じられます。活動日は見
学自由です。お待ちしています。

12 趣味 オカリナサークル　ポコ・ア・ポコ（オカリナ演奏） 高森市民センター
第1・3木曜日
10：00～

12名
60代～70代

募集中 2,000円
平成14年から活動を始め、毎年行われる高森市民センター祭
りにむけて発表する曲を一生懸命練習しています。年3回せん
だんの丘へボランティアで演奏に行ってます。

13 趣味 プリムラ　コーラス（女声合唱） 高森市民センター
毎週　木曜日
10：00～

26名　　　主に
60代～70代

募集中 月3,500円

昭和59年より小学校のＰＴＡ活動から始まった女声コーラスグ
ループです。おかあさん合唱連盟に所属して、毎年合唱祭に参
加しています。また2年に一度イズミティでコンサートも行って
います。

14 趣味 泉パークタウン囲碁同好会 高森市民センター
毎週土曜日
13：00～17：00

46名
60代～70代

募集中 年6,000円
20数年の歴史を数える囲碁同好会です。有段者から級位者ま
で幅広い囲碁仲間の集団です。年に4回大会があり日々の努力
が確かめられるとともに楽しい大会でもあります。

15 趣味 せせらぎ短歌会（短歌） 高森市民センター
毎月第4水曜日
13：30～16：00

7名　　　　主に
60～70代

募集中 月1,000円
平成20年度より新しい先生を迎えました（女性）。月、各自が二
首ほど作短し、先生が講評します。会員がお互いに講評もしま
す。

16 趣味 高森男の台所（料理） 高森市民センター
第4火曜日　年10回
9：00～13：00

11名 募集中
2,000円/年
（材料費別）

料理の基本を学び、中高年男性の食生活を考えた栄養バランス
のとれた料理の作り方を習得する。

17 趣味 高森太極拳サークル（太極拳） 高森市民センター
月3回　木曜日
13：30～15：30

4名 募集中
3,000円
月3回

指導者の下、太極拳の習得。会員同志の交流。市民センター祭
りへの参加。

18 趣味 あひるの会（男子料理教室） 高森市民センター
毎月　第1・第3　日曜日
9：30～13：00

11名
60～70代

募集中
料理出席時
1,000円

男子専用の料理教室として活動して10年目を来年むかえま
す。加入された人は途中で止める人がいない楽しい料理教室で
す。

19 趣味 高森詩吟同好会（詩吟） 高森市民センター
月4回　毎週　土曜日
10：00～12：00

詩吟は優れた古今の詩歌（漢詩・和歌・俳句他）に節回して腹の
底から発声（主に腹式呼吸）するので、ストレス解消と免疫力が
増し健康保持が期待できます。この機会に趣味のひとつとし
て！！詩吟を親しみませんか！！詩吟教室は、公益社団法人
「日本詩吟学院岳風会」担当師範の先生にご指導を頂き、仲間
と共に学び、自ら吟じながら、体験を基に各種の大会に出吟し
て、仲間との輪を広げて心の糧にしております。

20 趣味 こぶしの会（パソコン） 高森市民センター 月2回　火曜日　午前中 約10名 募集中
出席1回に付
1,000円

平成22年度から活動を始めました。最初は高齢者向けでした
が、中高年の方に動いて来ています。パソコンの仕組みから応
用迄、広く学ぶことが出来ます。

高森市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

21 趣味 うたごえ星’ｓ（合唱グループ） 高森市民センター
毎月　月2回
第1・3　金曜日

17名
R2.2.20月現
在

募集中 月1,500円
主にシニアメンバーの合唱グループで平成25年に結成しまし
た。過去に覚えた「日本の美しい歌」を中心に講師の指導の元で
稽古しています。時々発表会も行っています。

22 趣味 寺山オレンジジャグバンド（音楽） 高森市民センター 8名 募集中
吉岡おやじの会のメンバーにより構成されたバンドです。地元
の夏祭りなどで演奏しています。

23 趣味 泉パーク・ハーモニカクラブ（音楽）
高森市民センター　　みや
ぎ生協高森店

毎週　木曜日
10：00～12：00

9名 募集中
３ケ月
4,000円

普段の練習の成果を発表する場として、毎年開催される杜の都
ハーモニカ交流会（８団体、８０名）でのジョイント・コンサートに
参加するほか、地元の高森市民センターやみやぎ生協高森店の
イベントなどにおいて演奏活動を実践しています。

24 趣味 男性料理サークル 高森市民センター
毎月第3木曜日
9：00～13：00　（原則）

１８名 募集中 月2,000円
65～80才全員男性会員のみ料理の他に味噌つくり、もちつ
き、こんにゃくつくり等も行っています。

25 スポーツ Clear（バレーボール） 高森市民センター
火曜・金曜日
19：00～21：00

１３名 募集中 月1,000円
９人制家庭婦人バレーボール練習です。２０歳以上の未婚既婚
問わずメンバー募集しています。

26 スポーツ 舞紅萩（よさこい） 泉区 例年通り

27 趣味 ＡKiヨガサークル(ヨガ） 高森市民センター
主に毎週水曜日
10：00～11：00

募集中
ヨガで無理なく体をほぐし、筋力も鍛え、身体と心の健康を目
指しています。仲間同士の交流・憩いの場です。

28 趣味 丹田呼吸法の会　　(丹田呼吸いきいき健康サークル） 高森市民センター
月３回　土曜日
13：20～14：50

１２名 募集中

年会費
1,000円
参加費　500
円/回

http：
//kokyuuta.sa
kura.ne.jp/ind
ex.html

心と身体の健康増進の為、丹田呼吸健康法を一堂に会し実修し
習得に勤めます。入会者には入会後数回は入会者に合わせた指
導が行われます。運動が苦手な方、高齢者に向いた呼吸法で
す。

29

30

高森市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 スポーツ AQUA(バレーボール）
松陵市民センター他市民
センター、泉区内小学校
体育館

9名 募集中 月500円
メンバーそれぞれ仕事等で夜活動を主に練習をしています。毎
回全員が揃うことがむずかしく、ポジションも決めかねていま
す。特にセッター、アタッカー募集中です。

2 スポーツ 松陵ミニテニスクラブ
松陵市民センター、小松
島支援学校 松陵校

23名 募集中 月500円
老若男女ずっと続けられるバドミントンコートを使って行うテニ
スです。ボールは軽くて当っても痛くないのでどなたでもすぐ
にできます。

3 スポーツ 泉卓球クラブ（卓球）
仙台市内市民センター、
体育館

毎週土曜日、日曜日　平
日（週１回）

毎週土日、平日１回程度市民センターで練習会、各種大会の参
加他の活動を行っています。

4 趣味 松陵水彩画サークル（水彩画） 松陵市民センター
　第1・第3木曜日
10：00～13：00

9名 募集中 月500円
講師不在の会ですが絵画愛好者のグループです。透明水彩画
で室内静物、近くの野外風景を描き、お互いの合評を行いま
す。

5 趣味 絵手紙サークル「さざ波」（絵手紙） 松陵市民センター
月1回　第２木曜日
13：00～15：00

9名 募集中 2,000円　
絵手紙を学ぶことを通して心豊かに会員相互の親睦を深めま
す。

6 趣味 松陵こもれびハーモニー 松陵市民センター
月3～4回　金曜日
10：00～12：00

9名 募集中 月4,000円
発声により健康増進と親睦を図ります。活動内容はセンターま
つり参加、コンサート(青年文化センター)等です。

7 趣味 ドルチェ（ピアノ） 松陵市民センター 6名 募集中 月2,000円　
3月の発表会を目指し先生の指導を受けピアノの練習をしてい
ます。

8 趣味 ギターアンサンブル　冠（ギター） 松陵市民センター
毎週土曜日
18：00～21：00

11名 募集中 月1,000円　
http://sound.j
p/geworld

ギター合奏の練習やコンサート、市民センターまつりへの参加
等。

9 その他 仙台市生活学校連絡協議会 仙台市内の市民センター
市内９単位生活
学校

募集中 各単位校
ゴミ減量活動3R。食品ロス削減運動。EM菌石鹸。土団子作り
による環境浄化活動。

10 その他 泉区野球協会審判部
泉区内公園球場、中学校
グランド

４月～９月　泉区内の野
球審判

３６名 募集中 軟式野球、小学生から大人までの審判です。

松陵市民センター

http://sound.jp/geworld
http://sound.jp/geworld


ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

11 その他 東北車いすテニス協会 仙台市内
国際車いすテニス大会の
運営

12 スポーツ 松陵バウンドテニス愛好会（バウンドテニス） 松陵市民センター
毎週木曜日
13：00～16：30

12名
40代～70代
主に50代

募集中 月1,000円　
楽しく体を動かしながら、健康と体力づくりを目的とした40代
から70代と幅広い年齢12名で活動しています。時間内の出入
り自由ですので忙しい方も参加OKです!！

13 スポーツ STKサークル（太極拳） 松陵市民センター
毎週火曜日
10：00～12：00

8名
主に70代以上

募集中 月3,200円　
平成20年より活動を始めました。市民センターまつりにも出場
しています。皆さん頑張っています。

14 趣味 松陵陶芸サークル（陶芸） 松陵市民センター
第2・4木曜日
10:00～12:00

10名 募集中 月1,000円　
1993年12月結成しました。村田町在住、古山 小吉郎先生の
ご指導の元、作りたい物を自由に制作するをモットーに市民セ
ンターまつりでの作品発表も楽しみに制作にも力が入ります。

15 ボランティアおもちゃ病院 松陵 松陵市民センター 　
こわれたオモチャの修理で、子供達にリサイクルの大切さを伝
えています。

16 趣味 切り絵友の会
松陵市民センター　　南光
台市民センター

平成28年に発足し、経験は6～2年です。指導者はおりません
が、1年間は会員が交替で教えます。70才前後の会員です。年
2回程度、市民センターまつり等で展示発表しています。

17 スポーツ 仙台ARC 松陵市民センター
球技活動を通じて会員の親御さんとの交流、スポーツ、練習会、
コミュニケーションを図る集まり、ミーティングをしています。

18 スポーツ 鶴が丘剣道松陵会（剣道） 松陵中学校

火・木曜日
18：00～19：30
土 曜 日
17：00～19：00

30名 募集中 2,500円　

・少年剣道です。
・楽しく剣道が学べます。
・剣道具貸し出します。
・幼稚園・小・中・高・一般募集しています。

19 スポーツ 松陵シャトルズ（バドミントン） 松陵市民センター 6名 募集中
参加の都度
700円

バドミントンを楽しくやって健康的になります。

20 趣味 ブルースター（社交ダンス） 松陵市民センター
毎週水曜日
13：00～16：00

26名 募集中 月2,500円　
社交ダンスの技術向上と健康増進を目指し、小川芳信プロのご
指導のもとレッスンを行っております。

松陵市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 趣味 折り紙フレッシュタイム（折り紙） 寺岡市民センター
第2・4木曜日
10：00～

13名 募集中 月3,000円
折紙の好きな人の集まりです。年1回寺岡・紫山市民文化祭で
作品の展示をしています。

2 趣味 実用書道同好会（講師：石山義章）（書道） 寺岡市民センター
第2・4木曜日
14:00～16:00

10名
40代～80代

募集中

月2,000円
他３ヵ月毎
2,850円の
教本代

「東北書道」を軸に幅広く時にはNHKの書に関する放送を効果
的に利用したり，講師（石山先生の書の歴史学を勉強，細やかな
各自の指導を受け和気藹々雰囲気抜群です。

3 趣味 リラ・フラウエンコアー（合唱） 寺岡市民センター　他 月２回 火・水 のいずれか 21名 募集中 月1,800円
発足から10数年が経って地域の人々との親睦が益々深まって
おります。新しく若い先生方を迎え，毎回練習が楽しみです。

4 趣味 とちの木版画くらぶ（版画） 寺岡市民センター
隔週土曜日(第１週、第３
週)

１１名 募集中 月2,000円
木版画家阿部笙子先生の指導により、季節の花や風景などの
多色刷り木版画を作製します。また会員相互の親睦と融和を図
ります。

5 趣味 ギターサークル　イズ・ブリーズ（音楽） 寺岡市民センター 9人
月平均
2,500円

クラシックギターの合奏の練習と技術研修です。・寺岡紫山市民
祭への参加・仙台ギターフェスティバルへの参加・紫山音楽祭へ
の参加・個人発表会の開催
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寺岡市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 趣味 長命ケ丘水彩会（水彩画） 長命ケ丘市民センター
第2・4水曜日
9：30～12：00

11名 募集中 月2,000円
水彩画の教室です。定期的に市民センターを利用し，静物画を
描いています。春と秋にはスケッチでの野外活動もしています。
（講師有）入会はいつでもO.Kです。

2 趣味 絵を描く友の会（絵画） 長命ケ丘市民センター
毎週火曜日
10：00～12：00

7～8名
60代～80代

募集中 月2,000円
みんなで楽しく水彩画を描いているグループです。天気の良い
日は写生にも行っています。絵を描きたい初心者の方大歓迎で
す。私たちと一緒に絵を描いてみませんか。

3 趣味 絵手紙同好会（絵手紙） 長命ケ丘市民センター
第1・3金曜日
9：50～12：00

絵手紙はもちろんさまざまなことにみんな穏やかなそして明る
い雰囲気の中で真剣に取り組んでいます。カレンダー作りもし
ています。

4 趣味 土筆の会（書道） 長命ケ丘市民センター
月2回水曜日
10:00～12:00

7名
30代～70代

月2,000円
書道を通じて技能の向上と心の修養に努めるとともに会員相
互の親睦を図ることを目的としています。

5 趣味 グリーンコーラス（合唱） 長命ケ丘市民センター
月4回水曜日
14:00～16:00

募集中 月3,000円
ピアニストの渡辺真理さんにご指導いただき和やかで楽しく練
習しています。主な活動は、長命ケ丘市民センターまつりに参加
しています。合唱だけでなく，お花見や芋煮会も行っています。

6 趣味 宮城岳風会長命ケ丘中央教場（詩吟） 長命ケ丘市民センター
毎週土曜日
14:00～16:00

定期的に漢詩，和歌，俳句等を吟ずる修練を通じ気を養い日本
文化の創造と発展に寄与することを目的としています。

7 趣味 日本民謡桃声会　長命ケ丘支部（民謡） 長命ケ丘市民センター
毎週木曜日
18:15～19：45

月3,000円

公益法人日本民謡協会桃声会の長命ケ丘支部として，平成20
年4月に発足しました。民謡は，先人が日々の生活や暮らしの
中，唄い継がれて来たもので，日本人の文化遺産と言えます。
毎年開催される「長命ケ丘市民センターまつり」にも参加させて
いただいております。

8 趣味 つむぎものがたり 長命ケ丘市民センター 4名 募集中 3,300円
着なくなった着物をコートやブラウスに、又はバックや小物入れ
にリメイクします。
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長命ヶ丘市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 趣味 アトリエ絵恋(カレン）　(絵画） 松森市民センター 9名 募集中 月1,000円 市民センターまつりの参加、親睦会参加
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松森市民センター



種別 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 スポーツ 打打太極拳桂クラブ（太極拳） 桂市民センター 13名 募集中 1,500円
・ストレッチと太極拳練習
（２４式太極拳　４２式　32式剣など）
・市民センター祭参加

2 趣味 桂囲碁友の会（囲碁） 桂市民センター 週２回（日曜・木曜） 募集中 月500円
泉区を中心とした囲碁愛好者の仲間作りと囲碁を通して有意
義な人生を送る。年７回の大会を実施して一局の交流親睦を図
る。
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桂市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

1 スポーツ 卓球サークル（卓球） 南中山市民センター 月3回
18名
60代

募集中 月300円
卓球を通じて会員相互の親睦と健康で豊かな生活を目指しま
す。

2 スポーツ ＢＴキャロット（バウンドテニス） 南中山市民センター 毎週木曜日
9名
シニア

募集中 月1,000円
生涯スポーツのひとつとして無理なく仲良く続けようと活動し
ています。

3 スポーツ 楽楽楽クラブ（バドミントン） 南中山市民センター

4 スポーツ 青葉バドミントンクラブ（バドミントン） 南中山市民センター 18:00～21:00 10代～60代 募集中 １回 500円
バドミントンを愛し楽しんでプレーするクラブです。時々は飲み
会もしています。

5 スポーツ はつらつ健康サークル（ストレッチ）

南中山市民センター  長
命ケ丘市民センター
北中山コミュニティーセン
ター

毎週水曜日
10:00～11:30

年間12,000
円／月
1,000円

健康増進のため，ストレッチ体操をメインとして運動していま
す。

6 スポーツ 南中山フィットネスクラブ（ストレッチ） 南中山市民センター 火曜日 50代～70代 募集中 楽しみながら体力作りをしています。

7 スポーツ ３Ｂ体操南中山サークル（体操） 南中山市民センター
毎週水曜日
10:00～11:30

17名 募集中 月2,300円
3Ｂ体操を行い，健康でしなやかな心と身体つくりを目的とし
て，会員相互の親睦と融和を図ります。

8 趣味 インディアンサマー（カントリーダンス） 南中山市民センター 第2・4木曜日
15名
50代～70代

募集中 月2,000円
カントリーダンスを通して健康増進と親睦を深めています。基
本的には南中山市民センターまつり、ボランティア、その他イベ
ントに楽しく参加しています。

9 趣味 フラダンスWB（フラダンス） 南中山市民センター
金曜日
14：00～16：00

5名
60代が多い

募集中 月4,000円
ハワイ語を取り入れ，あいさつや感謝の気持ちなどを伝え合っ
ております。数の数え方，フラダンス用語などはハワイ語で伝え
合っております。楽器も使い楽しく活動しております。

10 趣味 茶道を楽しむ会（茶道） 南中山市民センター 月2回10:00～13:00
6名
60代～70代

月1,000円 茶道

南中山市民センター



ジャンル 団体名 活動場所 活動日時 構成人数・年代 会員募集 会費 広報 団体紹介

11 趣味 書の会（書道） 南中山市民センター
火曜日（月2回）
10:00～12:00

楷書，行書，草書，かな，細字，古典及び近代書まであらゆる分
野の書を対象とするとともに書道を通じて「心の修養」に努め
る。

12 趣味 コール・ブルンネン（合唱） 南中山市民センター　他
毎週金曜日
10:00～11：30

募集中

1985年に結成しました。その間指揮者，ピアニスト，メンバー
と多少の出入りはありましたが，歌の好きな仲間と歌えること
の喜びを感じて活動しています。月3回の練習の他泉区にある
高齢者施設への慰問，中山フェスタ（センターまつり）への参加
を毎年行っています。

13 趣味 宮城岳風会南中山教場（詩吟） 南中山市民センター　他
毎週金曜日
14：00～16：00

5名
70代

募集中 月3,000円 詩吟を通して心身の健康維持を図る

14 趣味 宮城岳風会西勝山教場（詩吟） 南中山市民センター　他
毎週土曜日
10:00～12:00

11名 募集中
３ヵ月8,000
円（授業料・会
場費含む）

http://www.g
akufukai.or.jp
/

1991年5月，中山市民センターで毎週土曜日に「愛好会」とし
てスタートした。第二の人生の趣味として仲間と詩吟を楽しむ
ことに生きがいを感じ，同時に日本文化の伝承を心がけて大き
な声を出している。

15 趣味 南中山英語愛好会（英会話） 南中山市民センター
毎週火曜日
10:00～12:00

英会話初心者コースです。身の回りの”基本会話”を中心に仲間
と一緒に楽しく学んでいます。英会話をやりたい方　come
on！見学いつでもO.K

16 趣味 南中山英語愛好会（水曜日）MELCーW（英会話） 南中山市民センター
毎週水曜日
10:00～12:00

11名
60代

募集中 月3,000円
英会話初級者コのクラブです。身の回りの”基本会話”を中心に
仲間と一緒に楽しく学んでいます。英会話をやり直したい方は
いつでも見学においでください。

17 スポーツ フレッシュネス南中山 南中山市民センター
毎週火曜日
10:00～12:00

46名 募集中 月500円

概ね65才以上対象の椅子に座りながらの運動を主体とした体
操教室です。講師は居ず、自主的に声を出しながら気軽に健康
づくりに励んでいます。健康寿命の延伸、会員相互の親睦を
図っています。

18 趣味 絵手紙サークル 南中山市民センター 月2回 12名 募集中 月1,500円
毎月テーマを決め、それに合ったものをそれぞれが持ちより描
きます。
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南中山市民センター
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