字幕入りビデオ・DVD、録音図書の貸し出し
テレビ番組などに字幕、手話を入れたビデオテープ・
DVDや、図書を朗読したデイジー図書などを貸し出します。
せんだいメディアテーク

713-4484

713-4485

市政だより（点字版・録音版）

3ページ

図書の対面朗読サービス
ボランティアの方の協力を得て、朗読サービス
を行います（予約制）
。

宮城野・若林・太白・泉図書館
65ページ
せんだいメディアテーク
59ページ

宮城県視覚障害者情報センター
点字図書や録音図書があります。点字指導や対面
音訳、相談業務等種々のサービスを行っています。
所 青葉区上杉六丁目5-1

234-4047

所 青葉区本町三丁目1-6（宮城県本町第3分庁舎1階）

393-5502

生涯 学習・市民 活 動・文 化 振 興

みやぎ障害者ITサポートセンター
障害のある方のIT活用を支援するため、パソコン等
ITに関する各種相談、IT講習会の企画開催および就労
に向けたスキルアップ研修等を行っています。
HP http://saposen.san.or.jp

障害者のための各種相談、事業を行うとともに、
ボランティアの養成等を行います。
電話番号
FAX番号

所在地

宮城野区幸町4-6-2

291-1585
297-0721

宮城野障害者
福祉センター

宮城野区大梶16-2

292-8474
292-8476

若林障害者
福祉センター

若林区遠見塚東8-1

294-0450
285-2430

太白障害者
福祉センター

太白区長町南1-6-10

308-8801
308-8803

泉障害者
福祉センター

泉区七北田字道48-12

372-7848
372-8969

障害のある方のための住まい
身体障害者向け市営住宅

車椅子住宅と軽度身体障害者世帯向住宅があり、
条件により単身でも申し込みができます。

仙台市建設公社総合案内センター

222-4881

58

市民を対象とした分かりやすい講座による学習
機会の提供、小・中学校との連携による講座や老
壮大学の開催、ボランティアの育成などを行って
います。また、主催講座やサークル等団体、講師に
関する情報を提供します。

71ページ

エル・ソーラ仙台 市民交流・図書資料スペース
男女共同参画をさまざまな角度から捉えた図
書、行政資料、AV資料などの貸し出し、閲覧等が
できます。
9:00〜21:30

休 月2回 保守点検日、年末年始
所 青葉区中央一丁目3-1（アエル28階）

エル・ソーラ仙台管理事業課

268-8041

268-8045

男女共同参画社会の実現に向け、さまざまな講
座やイベントを行っています。

障害者福祉センター

宮城県障害者
福祉センター

市民センター

男女共同参画推進事業

781-7488

施設名

楽しく生涯学習

各市民センター

219-1642

宮城県聴覚障害者情報センター「みみサポみやぎ」
聴覚障害者やその家族が地域で安心して暮らす
ため、情報発信、相談支援、手話通訳者・要約筆記者
の養成・研修などのさまざまな支援を行っています。

393-5501

生涯学習・
市民活動・文化振興

HP https://www.sendai-l.jp/

エル・パーク仙台管理事業課

268-8300

268-8304

エル・ソーラ仙台管理事業課

268-8044

268-8045

自主グループ活動についての情報提供
エル・パーク仙台市民活動スペース

268-8301

268-8316

社会学級
市立小学校および特別支援学校に開設している
学区内の成人を対象とした学級です。各学級生が、
身近なテーマを題材に学習内容を企画・運営し、
楽しく学んでいます。

生涯学習課
214-8887
各小学校、特別支援学校

268-4822

797-9321

施設により入館時間が制限される場合があります。

開館時間・受付時間 休 休館日・休所日 所 所在地 HP ホームページアドレス

9:00〜21:00

学校施設の開放
市立の小・中学校および特別支援学校では、幼
児、児童、生徒、その他登録団体が利用できるよう
に、校庭・体育館を開放しています。また、一部の
小学校では、余裕教室を地域に開放したり、週末に
学校図書室等を開放しています。

生涯学習課
214-8887
各小・中学校、特別支援学校

268-4822

高等学校開放講座
市立高等学校・中等教育学校が、学校の特色を
活かした市民公開講座を開催しています。

生涯学習支援センター

295-0403

市内・市近郊の大学・短大等と連携しながら、サ
テライトキャンパスや復興大学を開催しています。

学都仙台コンソーシアムサテライトキャンパス事務局

214-3641

214-3342

305-3818

305-3808

268-8316

市民活動補償制度
市民の皆さんが安心かつ自立して地域社会づ
くりに取り組めるよう、市が保険料を負担し、活
動中の万が一の事故に備えます。

申請窓口
各区役所・宮城総合支所まちづくり推進課、
秋保総合支所総務課

ボランティアをしたい人、してほしい人のコー
ディネートを行うほか、ボランティア活動に関す
る相談や情報提供等を行っています。
仙台市ボランティアセンター
9:00〜17:00
休 日曜、祝日、福祉プラザ休館日
所 青葉区五橋二丁目12-2（福祉プラザ4階）

211-3652

市民活動支援
市民活動サポートセンター
様々な分野の市民活動やボランティア活動を支
援し、協働によるまちづくりを推進するための拠
点施設です。
9:00〜22:00（日曜・祝日は18:00まで）

休 毎月第2・4水曜、年末年始

（そのほか臨時休館する場合があります）

216-0140

各区ボランティアセンター
9:00〜17:00
休 土曜、日曜、祝日
社会福祉協議会各区事務所内

21ページ

メディア・情報
せんだいメディアテーク
市民図書館のほか、映像音響ライブラリー、目
や耳の不自由な方のためのライブラリーなどが
あり、最新の知識や情報の提供を行います。アー
トギャラリーとシアターがあり、展覧会や映画会
など、作品の発表や鑑賞ができます。
9:00〜22:00（施設やサービスにより時間が
異なります）
市民図書館・映像音響ライブラリー
は9:30〜20:00（土・日曜、祝日は18:00まで。
月曜、祝日の翌日は休み）

生涯 学習・市民 活 動・文 化 振 興

県民の皆様に多様な学習機会を提供するため、
県内の高校や大学等と連携して、学校の特色を生
かした講座や生涯学習を支援する方を養成する講
座などを開講しています。詳細については県生涯
学習課ホームページをご覧ください。また、講座一
覧の冊子を作成しておりますので、送付を希望さ
れる方は、下記連絡先までお問い合わせください。

休 1月から11月の毎月第4木曜、年末年始
所 青葉区春日町2-1

HP https://www.smt.jp/

所 青葉区一番町四丁目1-3

713-3171

HP https://sapo-sen.jp/

212-3010

268-8301

262-7294

みやぎ県民大学の開講

宮城県生涯学習課

（仙台三越定禅寺通り館）
5階

ボランティアセンター

295-0810

学都仙台コンソーシアム市民公開講座

復興大学事務局

休 月2回 保守点検日、年末年始
所 青葉区一番町四丁目11-1 141ビル

713-4482

268-4042

エル・パーク仙台市民活動スペース
市民活動グループの打ち合わせ、交流、作業な
どに利用でき、男女共同参画推進のための情報収
集・提供や市民活動相談を行っています。

区役所・総合支所・証明発行センターの所在地・電話番号は

63ページ

59

文化振興

観光・交流

せんだい演劇工房10-BOX
（テン・ボックス ）
舞台制作に欠かすことのできない場、技術、機
器などがそろっている演劇系練習施設です。別
館として、能舞台を備えた練習発表用施設「能
-BOX 」
（ノウ・ボックス ）
も運営しています。
9:00〜22:00
所 若林区卸町二丁目12-9
（能-BOX 若林区卸町二丁目15-6）

観光課

HP https://www.sentia-sendai.jp/

268-6252

観光パンフレット

727-1872

英語版、中国語版（簡体字・繁体字）
、韓国語版、
タイ語版もあります。

仙台フィルハーモニー管弦楽団
国内有数のプロオーケストラとして、定期演奏
会や依頼演奏会など、意欲的な演奏活動を行って
います。
HP https://www.sendaiphil.jp

225-4238

仙台ジュニアオーケストラ

観 光・交 流

小学5年生から高校2年生までで構成するオー
ケストラで、仙台フィルの団員による指導のもと
年2回の演奏会を中心に活動しています。
HP https://www.city.sendai.jp/bunkashinko/kurashi/

727-1876

214-8316

観光客の誘致や物産品の宣伝、国内・国際的な
大会・会議など各種コンベンションの誘致・支援、
情報の収集・提供などを行っています。

268-6251

市民文化事業団音楽振興課

市民文化事業団音楽振興課

222-2256

仙台観光国際協会（S enTIA ）

HP https://simc.jp/

manabu/bunka/ongaku/orchestra/

214-8259

センティア

若い音楽家の育成と世界の音楽文化の振興・国
際的文化交流の推進を目指し、3年ごとに開催し
ています。令和元年5月から6月にかけて第7回
コンクールを開催しました。

225-3934

仙台駅を起点に、瑞鳳殿、博物館、仙台城跡、大
崎八幡宮などの市内中心部の観光スポットを循
環します。

交通局案内センター

235-8610

仙台国際音楽コンクール

仙台フィル事務局

観光シティループバス「るーぷる仙台」

HP http://loople-sendai.jp/

HP https://www.gekito.jp/

782-7510

市内観光

観光課
☎214-8259
誘客戦略推進課（ 外国語版 ）
☎214-8019
仙台観光国際協会（仙台市青葉区一番町3丁目
☎268-6251
3-20 東日本不動産仙台一番町ビル6階）
仙台市観光情報センター（JR仙台駅2階 ） ☎222-4069
仙台ツーリストインフォメーションデスク
☎080-2815-8321
（ 青葉区一番町三丁目2-17 藤崎本館1階 ）
仙台市作並・定義地区観光案内所
☎395-2052
（JR作並駅内 ）
秋保温泉郷観光案内所（秋保・里センター内） ☎398-2323

観光ウェブサイト
せんだい旅日和

HP https://www.sentabi.jp/

DISCOVER SENDAI（外国の方向け）
HP https://sendai-travel.jp/

仙台旅先体験コレクション

HP https://sendai-experience.com/ja/
HP https://sendai-experience.com/en/（英語版）

多文化共生・国際交流
センティア

仙台観光国際協会（S enTIA ）
言葉、国籍、文化等の違う人々が、共に社会で活
躍できる多文化共生社会を目指して、外国人住民
支援を中心としたさまざまな事業を行っています。
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施設により入館時間が制限される場合があります。

開館時間・受付時間 休 休館日・休所日 所 所在地 HP ホームページアドレス

