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

仙台多文化共生センター
外国人住民のための生活相談や情報提供を行っ
ています。また、国際交流・協力、多文化共生の地
域づくりなど、市民の国際活動をサポートしてい
ます。気軽にお立ち寄りください。
9:00〜17:00（休室日を除く）

HP http://int.sentia-sendai.jp/

268-6252

仙台多文化共生センター（仙台国際センター内）

265-2471

青年海外協力隊
国際協力機構（JICA）東北支部（ボランティア担当）

223-4772

227-3090

姉妹都市・友好都市・
協定締結都市
●リバサイド市（アメリカ合衆国 ）
昭和32年3月9日

姉妹都市提携

昭和42年9月6日

姉妹都市提携

昭和48年4月6日

姉妹都市提携

請願・陳情は文書で

●ミンスク市（ベラルーシ共和国 ）

市政などについて意見や要望があるときは、ど
なたでも請願や陳情を議会に提出することができ
ます。請願書は、議員の紹介により、議長に提出し
てください。紹介議員がいない場合は、陳情書と
して提出できます。

●アカプルコ市（メキシコ合衆国 ）

姉妹都市提携

昭和55年10月27日

友好都市提携

●長春市（中華人民共和国 ）

●ダラス市（アメリカ合衆国 ）
平成9年8月29日

議会事務局議事課

友好都市提携

214-6167

●光州広域市（大韓民国 ）
平成14年4月20日

姉妹都市提携

●オウル市（フィンランド共和国 ）

交流促進協定締結

昭和42年1月18日

音楽姉妹都市提携

昭和45年4月15日

観光姉妹都市提携

●徳島市（徳島県 ）

●宇和島市（愛媛県 ）
昭和50年11月3日

●白老町（北海道 ）

昭和56年5月8日

交流企画課

歴史姉妹都市提携
歴史姉妹都市提携

214-1252

211-1917

214-8263

214-8321

傍聴される方は、会議の当日に傍聴受付で傍聴
券の交付を受けてください。また、本会議傍聴の
際は、手話通訳を利用できます（要事前申込）
。

議会事務局庶務課

214-6164

265-9626

市議会のインターネット中継
本会議および予算・決算等審査特別委員会をご
覧いただけます。

議会事務局調査課

214-6169

議 会・選 挙

平成18年1月20日

●竹田市（大分県 ）
・中野市（長野県 ）

214-0016

市議会の傍聴

平成17年11月3日 産業振興に関する協定締結

●台南市（台湾 ）

市議会は、市民の声を十分に反映させながら市
政運営の方針や予算や条例などを審議し、市の意
思を決定する機関です。市長や議員から提案され
た議案などは、年4回の定例会と必要に応じて開
く臨時会で審議されます。
通常、本会議で議決する前に常任委員会や予算・
決算等審査特別委員会で審査が行われます。
常任委員会は現在、総務財政、市民教育、健康福
祉、経済環境、都市整備建設の5委員会があり、議
案や請願などの審査のほか委員会が所管する事務
について調査を行っています。
また、特に必要と認められる事項を調査するた
めに、調査特別委員会を設置しています。
HP http://www.gikai.city.sendai.jp/

●レンヌ市（フランス共和国 ）

昭和48年10月23日

議会
市議会のしくみ

仙台観光国際協会国際化事業部

268-6260

議会・選挙

265-9626

産業振興課（オウル市のみ）

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
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選挙
投票するには
選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿への登録は、市町村の区域内に住ん
でいる満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月
以上その市町村に住んでいる方について、年4回
行います。この他に、選挙をするときもその都度
登録します。

期日前・不在者投票
投票日当日に仕事や用事などで投票所に行け
ない見込みの方は、期日前投票ができます。期日
前投票の期間は選挙の期日の公示または告示の
日の翌日から投票日の前日までで、お住まいの区
の区役所または総合支所などで投票できます。受
付時間は、原則として8:30〜20:00で、土・日曜、
祝日も受け付けています。
また、指定されている病院、老人ホーム等に入
院、入所されている方や、仕事や用事などで他の
市町村に滞在中の方のための不在者投票制度も
あります。

各区選挙管理委員会（各区役所総務課）

広聴・市政情報
広聴
市長への手紙
市政へのご意見をお寄せください。区役所、市
民センターなどにある専用封書をご利用ください。
市ホームページでも受け付けています。

市政出前講座
市の施策を職員が出向いてご説明します。詳し
くは区役所、市民センターなどにあるテーマ集や
市ホームページをご覧ください。

広聴統計課

214-6132

213-8181

市政情報
市政情報センター
市勢要覧、統計書、総合計画など市政関連の刊
行物や資料の販売、閲覧、貸し出しを行っていま
す。また、公文書・自己情報の開示に関する相談・
受け付けを行っています。
9:00〜17:00

休 土・日曜、祝日、年末年始（毎月第4水曜は閲覧・

貸し出しは行いません）

所 市役所本庁舎1階

214-1239

213-0672

区情報センター
公文書・自己情報の開示に関する相談・受け付
けを除き、市政情報センターと業務は同じです。
9:00〜18:30

広 聴・市 政 情 報

休 月曜、祝日の翌日、年末年始

所 宮城野区・若林区・太白区文化センター1階
仙台市選挙マスコットキャラクター
「てとりん」

宮城野区情報センター

256-1220

352-6221

282-1177

282-1180

304-2745

304-2746

若林区情報センター
太白区情報センター

統計データ
統計資料の販売・閲覧を行っています。

各区役所総務課
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