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シ  ニ  ア  ネット  仙  台  

           

 
  平成３０年 ９月 

シニアネット仙台のホームページもどうぞ シニアネット仙台またはhttp：//www.sendai-senior.org/にて検索  

  

   
東北の夏まつりのフィ

ナーレを飾る仙台七夕祭

りが例年通り開催され、

シニアネット仙台も19回

目の「仙台七夕ＴＡＮＺ

ＡＫＵフェスタ」を実施

しました。 昨年の反省

を踏まえ短冊を小さく

し、無地の吹き流しを増

やし、沢山貼れるように

するとともに吹き流しが

落ちないよう補強する等

改善しました。 

 今年は平日で、雨の3日

間にもかかわらず、沢山

の方々が短冊にご自身の

願いを書き、貼り付ける参加型の「TANZAKUフェスタ」は今年も好評でした。 

 皆さんの星への願いは平和、家族の健康・幸せ、子供の成長、そして若い人は良い出会

い・幸せな結婚を望むものが目立ちました。 

 短冊を書いている観光客の方々との「どちらから来られました？東北はいかがですか？」

等の何気ない会話は互いの気持ちをなごませ、楽しいものがありました。 

 今回も「TANZAKUフェスタ」にはシニアネッ

ト仙台の会員の他にエーザイ㈱の社員・高校生

のボランティア・青葉区中央市民センターの職

員の方々にもご協力いただきました。 

 そして、願いを書いていただいた短冊は

2,812枚にのぼりました。例年通り大日如来の

どんと祭でお焚き上げをさせていただきます。

「みやぎこども育英基金」への募金は173,882

円になりました。また、事前の会員の方々からの

寄付金は七夕飾り製作資金と今後のシニアネット

の運営資金とさせていただきました。 

 皆様のご協力誠にありがとうございました。 
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   「仙台七夕TANZAKUフェスタ」へのご協賛に感謝！！ 

2018仙台七夕TANZAKUフェスタには、次の企業の皆様からご協賛いただき、私達の活動を財政面か

ら支えていただきました。本当にありがとうございました。 

  株式会社日専連ライフサービス様      株式会社フラワー中山様 

  杜の都信用金庫様             エーザイ株式会社様 

  株式会社設備センター様 

 
「七夕TANZAKUフェスタ」アンケート実施 

 
19年にもわたって続けてきた七夕TANZAKUフェスタについて、実状を顧み、今後の活動に役立て 

られるヒントを求めて、観光客の方にアンケートをしてみました。 
短冊を記入した方への対面聞き取り形式なのでどうしても甘口の評価ですが、「よい・まあまあ・よく 

ない」の選択肢があっても、「まあまあ」という回答も1件もなく、「短冊記入のスタイル」「吹き流 

しのデザイン」「スタッフの対応」「全体としての楽しさ」と、全てが「よい」との答えでした。 

「また書いてみたいか」「募金先はこのままでよいか」との問いもほぼ「はい」になっています。 

（募金先を増やしたらどうかとの意見が1件） 
 ３２組と数も少なく、何らかの結論が出るようなものではありませんが、今まで改まってご意見を 

伺う機会もなかったので、印象に残った方のエピソード等も紹介してみます。 
 

〇 テレビではいつも完璧な飾り物ばかり映るので違和感があったが、初めて手作りらしい吹き流し 

  を見ることが出来てよかった。（70代夫婦 三重県） 
○ 病院で短冊を書いたが、ここでも願い事を書けてよかった。（70代女性 岩手県） 
○ 東京から研修で来たが、短冊を書き震災の募金もできてよかった。（20代5人） 
○ 近所に住んでいるので毎年シニアネットで短冊を記入している。（10代女性2人） 
○ 「おれは怪獣になる！」（４歳）「あなたは今怪獣だから、怪獣をやめると書いて」（母） 
○ 中一と小4の兄弟が記入後それぞれの財布から募金をしてくれた（勧めてはいない） 
○ 帯を「七夕」に結んだ若い女性たちは中国出身・市内在住で、短冊を喜んでいた 
○ 見るだけの七夕ではなくて短冊で実際に参加できてよかった（60代夫婦） 
○ デザインを勉強中の中国人だが、この吹き流しはよくできている（20代女性2人） 
◯ 去年より吹き流しが長いので、子供が楽に貼れました 

 

短冊の内容を見ると、以下のような様々な願いがありました。 

                   （観光客から寄せられた短冊です） 
 
☆兄をたおせるよう強くなる ☆お金持ちになってお城に住みたい ☆お父さん、家族のために 

頑張ってくれてありがとう ☆頑張れ宮城県！ ☆完治を目指す ☆しんさいで親を亡くしたこども 

が幸せにくらせますように（子供の字で） ☆くもんをやめて犬がほしい ☆こうしえんに出る  

☆死ぬまで元気ならそれ以上は望まない ☆夏が終わっても体型が変わりませんように  

☆今の職場をやめて穏やかな職場に就職したい  ☆おじいちゃんとおばあちゃんが長生きできます 

ように ☆はやくおおきくなれますように ☆そらからおもちゃがふってきますように ☆おねえちゃ 

んがやさしくなりますように ☆はるくんのあたまがよくなりますように ☆ちゃんと家に帰れますよ 

うに ☆安産（大きな文字で） ☆妻と会話が通じるようになりたい ☆負けるな西日本、頑張ろう東 

日本！！ ☆良い出逢いください ☆うちゅうにすみたい ☆犬やねこのさつしょぶんがなくなります 

ように 
 
また書きたいという皆さんがいる限り、素朴さをほめられた本来の七夕の形であるこのTANZAKU

フェスタを、気負わず淡々と続けていくことが私達に求められたような気がします。それぞれの願い事が

きっと叶うようにと思わずにはいられませんでした。 米・豪・中国・大阪・福岡・佐賀・東京などからお

いでの皆さん、ご協力ありがとうございました。 
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ＣＤを聞く会「課外授業」9月・10月の予定 

 
     〈9月20日（木） 16時より18時〉  〈10月26日（金） 16時より18時〉 

会場は「一番町サロン」、参加費は1,200円（会員）です。CDを持参してもかまいません。 

手ぶらでお気軽に参加して下さい。また、持ち込み自由ですので、おつまみをお持ちいただく 

のは、大歓迎です。尚、お申し込みは毎月10日以降に先着順に受け付けます。 （定員24名） 

      《歩く会》 ９月・１０月の予定  会費：３００円（資料代、保険料） 
◆９月１４日（金） 西公園・定禅寺通彫刻コース    締切日：９月１２日（水） 
 集合場所：地下鉄東西線大町西公園駅  
集合時刻：午前１０時 
コース：地下鉄東西線大町西公園駅⇒西公園⇒定禅寺通り⇒勾当台公園（解散）約３㎞ 
◆９月２７日（木） 河北新報社印刷センター見学コース 締切日：９月２５日（火） 
集合場所：地下鉄南北線泉中央駅改札口付近 
集合時刻：午前９時３０分 
コース  ：地下鉄南北線泉中央駅⇒バス停3番乗場（９時４１分発）泉パークタウン車庫前行き 

        （桂・高森・宮城大学・工業団地経由）⇒バス停 「明通3丁目中央」下車⇒徒歩1分⇒ 
                              河北新報社印刷センター（１０時３０分から約１時間見学）（解散） 
◆１０月２日（火） 瞑想の松～東照宮散策コース   締切日：９月２９日（土）   
集合場所：地下鉄南北線台原駅改札口付近 
集合時刻：午前１０時 
コース  ：地下鉄南北線 台原駅⇒瞑想の松⇒小松島公園⇒とちのき公園⇒東照宮⇒仙岳寺⇒ 
                              JR仙山線 東照宮駅（解散）…約４㎞ 
◆１０月１８日（木） 青葉神社～六幽庵庭園散策コース 締切日：１０月１６日（火）   
集合場所：ＪＲ北仙台 
集合時刻：午前１０時 
コース ：ＪＲ北仙台⇒青葉神社⇒六幽庵庭園⇒仙台市役所（解散）…約３.５㎞ 
 

     宮城・仙台の魅力～発祥の地       文責 石川守也 
 

仙台市は「冷やし中華」の発祥の地である 

 昭和12年（1937）に、仙台市の「龍亭」の店主を中心とした中華店の会合で、夏でも食べられる

ラーメンとして、考え出された涼播麺が「冷やし中華」のルーツと言われている。（東京都神保町

の「揚子江菜館」の説もあります。） 

仙台市は「笹かまぼこ」の発祥の地である。 

「笹かまぼこ」の始まりは、明治時代初期に仙台湾で獲れた大量のヒラメを無駄にしないように

と、すり身にして手の平で叩き、木の葉の形に焼いたものと言われる。木の葉の形をした「笹かま

ぼこ」の名前の由来には諸説あるが、伊達家の家紋「竹に雀」に描かれている笹の葉にちなんだこ

とから、「笹かまぼこ」と名付けられたとも言われている。 

気仙沼市は「ホヤ養殖」の発祥の地である。 

ホヤ養殖の創始については、明治38年頃、宮城県唐桑村（現在の気仙沼市）で畠山豊八という人

が、船の錨綱に使用した山ブドウの蔓に、沢山のマボヤの仔が付着していたことにヒントを得て、

山ブドウの蔓を採苗器として養殖を試みたと言われている。 

仙台市は世界における「民間ユネスコ運動」発祥の地である。 

 昭和22年（1947）世界で最初の民間ユネスコ団体「仙台ユネスコ協力会（現仙台ユネスコ協会）

が発足しました。このことにより、昭和59年（1984）に、第1回民間ユネスコ運動世界大会が仙台市

で開催されました。 

石巻市は「牡蠣養殖技術」発祥の地である。 

石巻市の万石浦や荻浜湾は、「世界の牡蠣王」と呼ばれた宮城新昌氏が、昭和2年（1927）牡蠣の

種苗養殖研究の最適地として選び、研究、開発に取り組んだ地です。 
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    「第11回朗読発表会」の御案内 
 

   朗読グループ・注文の多い料理店（代表 加藤益子）は「ありがとう」のテーマを掲げて、 

   会員十余名の発表を行います。今回も人気グループの練習の成果をお楽しみ下さい。 

日 時：平成30年10月8日（水） 

開 場：12時30分 開演：13時00分 

場 所：仙台市福祉プラザふれあいホール（入場無料） 

シニア川柳 

  絵手紙に鰻我慢と文字添えて            楽笑子 
   赤坂自民亭甚大被害に酒盛よ             清流ずんだ 

   海離れスイカ割り等まぼろしに                      笑可歩良 

    熊までも酷暑に耐えず海水浴              笑可歩良 

    猛暑にもじっと耐えてる地球かな          徒長枝 

  少子化と熱中症で人口減              徒長枝 

サロン企画 
     アートヘルスケアセミナー (花一輪で健康増進) 
 
日 時： 平成30年9月15日（第3土曜日）10時30分～11時45分 
場 所： シニアネット仙台 一番町サロン 
定 員： 20名 
内 容： 美を楽しむ健康法紹介と花一輪体験 
参加費： 600円（コーヒー付き） 
    （体験に使う花材と道具はすべて主催者側で用意いたします） 
主 催： 豊齢研つなぐ 

シニアPOPS倶楽部に来てみませんか！ 
 

 軽く飲み、軽く唄いあう、JPOPやKPOPをみんなで唄いながら、 

                今はやりの歌を覚えていく倶楽部です。 
  飲み物、おつまみ類は持ち込み自由で結構です。 
 

毎 月： 第2火曜日 午後4時から6時まで 
会 費： 600円 
場 所： 一番町サロン 
世話人： 及川寿恵子 川面朝子 藤田甲子 

住所及び電話番号の正確な登録を！ 
 
 ①会報等を確実にお届けするために、住所変更の際は必ず事務局までお知らせください。 

 ②郵便局に転送願いを出していても、こちらからの発送はメール便なので無効です。 

 ③サークルの休会など、緊急の連絡が通じないことがよくあります。不審電話と区別する 

  為にも、シニアネット仙台の番号を控えておき、確実に受信して下さるようお願い 

  致します。 

 ④緊急連絡先が未届けの方は早めに登録をお願いします。 
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【連載】シニアネット仙台2016 高齢社会の自立をデザインする（5） 
                    ＜下記の記事はTOHOKU360（tohoku360.com）より転載しました。＞   

シニアネット仙台が自力で運営してきた一番町サロンは、もともと米国の社会システムである「シ

ニアセンター」をモデルとしています。シニアネット仙台が１９９５年（平成７年）に発足する直

前、仙台市内の市民活動団体のリーダーや高齢化問題の研究者、行政関係者らが「米国高齢社会調査

団」を結成し、カリフォルニア州やフロリダ州を訪問調査した経緯があります。シニアセンターはそ

のときの主要な訪問先の一つでした。 

全米に広がる「シニアセンター」など、米国の社会システムについて調査し

た「米国高齢社会調査団」の調査報告書（１９９６年４月） 

全米各地にある高齢者をサポートする施設が「シニアセンター」です。州

政府や自治体が場所を確保し、ＮＰＯが運営するケースが大半でした。高齢

世帯向けの食事サービスなど、連邦政府のプログラムや、地域のボランティ

ア活動の拠点の役割を果たし、ＮＰＯの呼び掛けに応じた高齢者たちがボラ

ンティアとしてシニアセンターの運営に参加していました。 

シニア世代のための拠点施設をＮＰＯが運営し、シニア世代のボランティ

ア参加を進める枠組みは、後にシニアネット仙台のリーダーになる調査団の

メンバーが持ち帰り、少しずつ具体化したものです。 

その際、調査団をサポートしたのが、認定ＮＰＯ法人市民福祉団体全国協議会専務理事の田中尚輝さ

んです。田中さんは「ＮＰＯである以上、『社会を変える』担い手となることから逃げてはいけな

い。法人格までとって活動する意味をよく考えてほしい」と前置きしながら「シニアネット仙台が民

間の力でサロンを維持してきたのはすごいことです。運営に関するソフトもあるのだから、ほんの

ちょっとだけひねって、サロン運営の意味やノウハウを地域社会に開いていくことを考えてはどうで

しょう。社会貢献をことさらに大きくとらえずに、自分たちの環境をうまく生かす形でできる方向は

必ずあるはずです」と提案しています。        

 講座「仙台・歴史アラカルト」ご案内 
講 師  「ぐるーぷ・よっこより」代表 遠藤勝目さん 

 Ⅰ  ９月講座 
  １ 日 時  ９月１３日（木）１０：３０～１２：００ 
  ２ 内 容  「伊達政宗の築城とまちづくり」をテーマに仙台の地名の由来や築城 

         ・まちづくりから政宗の思いをさぐる。   

 Ⅱ １０月講座  
  １ 日 時  １０月１１日（木）１０：３０～１２：００ 
  ２ 内 容  「伊達政宗と大崎八幡宮」をテーマに、瑞巌寺や大崎八幡宮、薬師堂その他 

         国宝級の寺社建立から政宗の思いをさぐる。   

 ◎ 参加費    シニアネット仙台会員７００円・非会員１，０００円（資料代を含む） 

 ◎ 会場・申込み シニアネット仙台 

   電話（２１７）０１０１ FAX（２００）７０２８   開講日の一週間前まで。  
 

「ぐるーぷ・よっこより」研修会ご案内 

Ⅰ  ９月研修会 

 １ 日 時   ９月１８日（火）１０：３０～１２：００ 
 ２ 集合場所    るーぷる仙台バス停「博物館・国際センター前」１０：３０ 
 ３ テ ー マ   蛎崎稲荷大明神と花壇橋 
 ４ 講 師   「ぐるーぷ・よっこより」 遠藤勝目さん 
Ⅱ １０月研修会 

１ 日 時   １０月９日（火）９：００ ～１７：００ 
 ２ テ ー マ   伊達成実の居館亘理を訪ねる 
 ３ 講 師   「ぐるーぷ・よっこより」中道英雄さん 

   ※ 一般の募集はいたしません 

 ◎ 参加 費   シニアネット仙台会員３００円・非会員７００円 

  ◎ 申込締切  実施日の一週間前まで。電話・FAX (２７８)２８４８ 遠藤  

メディアプロジェクト仙台（TOHOKU360ニュースマイスター）佐藤和文 
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麻雀入門教室紹介                                   斎田裕子 
 仕事を辞めて還暦になったら麻雀をしようと思っていました。そこへ以前より知己の小関さんに、私

が教えるからどうぞ！と勧められてこのシニアネット仙台へ入会し、もう3年が過ぎようとしてるかも？

というところです。囲碁や将棋と違い、初心者でも先輩に勝てる（ツキが回れば）というゲーム性があ

るので、ルールを覚えれば楽しい事だらけなのです。おまけに健康マージャンなので『賭けない、飲ま

ない、吸わない』の3原則で、皆さんも言っています「命まで取られるわけではないから～エイ！と振り

込んでロン!!アウトだ」などと、その時はちょっぴりショック！ヤッチマッター！〈やっぱり当たった

か!?〉と私は心の中で呟いています。ある指導者は言ってます、皆さん、いっぱい振って、そして上手

になっていって下さい！と。何よりこの麻雀は、高齢化社会へ向かう今、脳トレに大変良く認知症予防

に一番良いと言われてますので、最近は、先輩も追いやられるごとくに、どんどん新人が入って来て活

気づいていますよ。私の今年の目標は、役満を取ること！もう半年も切ってしまった!!急がねば～～。 
入門教室は毎週月曜日８Fサロンで開催されており、60人前後が参加して楽しんでいます。 
 皆さんのご参加をお待ちしております。 

デジタルカメラ倶楽部                                緑川斐雄             

 誰もが気楽に写真を撮って楽しむ時代になってきておりますが、撮りっぱなしになっていませんか？ 

そんな悩みを共有する普通のアマチュアが集まって気楽にワイワイしている集まりです。 
カメラの楽しみ方がフィルムからデジタル化して、１万円のコンパクトカメラやスマホでもきれいな写

真が撮れてブログやインスタグラムにも手軽にアップできる時代になっております。 
しかし、出来栄えの評価には悩みも多く、気軽にコメントを貰える場が少ないのも事実です。 
毎月第２木曜日に開催し、基本的に撮影会を午前10～12時に開催し翌月は午後1：30～3：00に鑑賞会を

実施します。撮影に出かけると短時間でも50～100枚をショットしますが、観賞会ではその中から2Ｌ版

に印画した2枚を提出します。数多くの中から2枚に限定することは自分の選択眼を養う上で有効です

し、同じ題材で他のメンバーの撮り方を見ることができるので随分と参考になります。更に1枚を選択提

出してシニアネット仙台の室内に展示するほかＨＰにアップしてご披露しております。多彩な経験を

持ったシニアの集まりですから、撮影の視点が様々で感性やカメラワークを実感できる楽しい集まりで

あると自負しております。是非ご参加ください。       

スマホ講習に参加して 

 携帯電話（ガラケー）を使い始めたのは、15年前。持ち歩ける電話は便利に思えた。最初は使い過ぎて 

 1ヶ月の電話使用料が高くて参った。ガラケーを２度買い換え、平成25年かんたんスマホ講座（シニア 

 ネット仙台）に参加。今回で3回目の受講 ①通話料金が安い②画面が大きくて見易 

 い③アプリが楽しめる④機能が充実している等々、担当者の若い人は明るく親切に何 

 度でも繰り返しわかりやすく説明、気に入ったので即購入、電話使用料金も3分の1に 

 なった。 
 ところがである、今までと違い軽く画面に触れただけでいろいろの画面が表れ最初 

 は大変な思いをした。昨年シンプルスマホに変更、まだ判らない事も沢山あるけれど 

 講座を受けるたびに少しずつ使用範囲も広がり、気に入ったアプリを見つけ楽しく使 

 用している。T.K 
 

私のサークル紹介 

  第113回歩く会に参加して                               若林勝彦 

今回の歩く会は名取旧中沢住宅、サッポロビール園のコースでした。7月24日は連日の猛暑も嘘のよう

に涼しくなり、快適な天気に恵まれました。今回の参加人数は暑さのせいか少人数でした。仙台駅に集

合しJRで名取へ。旧中沢住宅まで約2㎞を歩きました。街並を過ぎるとのどかな田園風景と自然の香り

いっぱいです。管理人の説明を聞き、また昔の農機具などの展示もあり昔が偲ばれました。乗合バスで

名取駅に戻り、駅傍らのサッポロビール工場のビオトープ園へ。ちょうど古代蓮（大賀蓮）が咲きほ

こっていました。蓮の花は4日の命だそうですが我々を癒してくれました。昼食はビール園で焼肉と 

ビールで今日の歩く会を締めくくりました。歩く会は知識の吸収と健康維持のため、毎回の参加を楽し

みにしています。 
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講座のご案内（申込・問合せは℡022-217-0101）受講料：会員500円（非会員750円） 

◆ 書 道 楽 ◆  第 1 土 曜 日  10:30 ～ 12:00       
○あなたのくせ字は宝物 講師：大塚耕志郎氏 

 

上記の他、「歴史アラカルト」（５ページ）の活動があります。 

うたごえサロン  700円/1,000円 見学300円 
第2・4土曜日  13:30～15:30 
○懐かしいうたごえ喫茶を再現 

パソコン教室 1ｺｰｽ（3回）3,600円/5,000円 
毎週水・金曜日  10:30～12:00 13:30～15:00 
○初心者から中級の方まで完全個別指導 

伊達治家記録を読む会  500円/1000円  
第1・3木曜日  10:30～12:00 
○遠藤講師の奥深い講義に耳を傾けてみませんか 

囲碁サロン   500円（会員のみ）             
毎週水曜日  10:30～12:00 13:00～15:00 
○囲碁の好きな方 

杜の都の麻雀会議  参加費 1,000円（会員のみ） 
毎週月・木曜日 10：３0～15：00              
○健康麻雀（煙草を吸わない・賭けない・飲まない） 

ベランダ菜園友の会 500円／750円            
第4火曜日  10：30～12：00、第2水曜日 13：30～15：00
〇家庭菜園にチャレンジしてみませんか 

麻雀例会「藤ホール」  1,200円＜年会費1,000円＞ 
毎週月曜日    10:00～15:30 
○健康麻雀（煙草を吸わない・賭けない・飲まない） 

朗読教室「注文の多い料理店」 （新規受付停止中） 
第2・4火曜日  13:00～15:00 500円/750円 
○声を出して読む（発表会・朗読ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに参加） 

豊齢研つなぐ  500円/750円 （不定期） 
第3土曜日  10:３0～12:00 7月8月は休みです 
○高齢者近未来の暮らし方研究会 

虹の会（おしゃべり会） （新規受付停止中） 
第3金曜日  10:30～12:00  350円（会員のみ） 
○緩くつながるおしゃべり仲間 

「韓国文化に親しむ会」  500円（会員のみ） 
第１土曜日 10：30～12：00 第3金曜日 14：00～15：30 
○韓国の旅行・料理・歌などを楽しみましょう 

デジタル・ワン  300円/550円 
第3土曜日  10:30～12:00  
○ I Tなんでも相談室 

写経の会    700円/950円                              
第4木曜日  10:30～12:00                                    
○日常生活のひと時ゆったりと写経をしませんか 

ハーモニカ 「風のハーモニー」  250円/500円  
第2・4土曜日  10:30～12:00 
○楽しくハーモニカの練習をしましょう 

ごはん  500円（会員のみ） 
第３火曜日 14：００～15:30                  
〇史跡や辻標巡りの小さな旅・勉強会 

将棋を楽しむ会  500円/750円               
第２・４金曜日   13:30～15:30                
〇気楽に将棋を楽しもう 

ボウリング愛好会  2,000円＜3ゲーム・靴代含む＞ 
毎月末木曜日  13:30～15:00 プレイビル5F 
○有酸素運動で健康に 

賢治教室 「銀河鉄道の夜」 500円（新規受付停止中）   
第4火曜日  10:00～12:00  北辰ビル4F 
○あなたも賢治の世界へどうぞ 

墨アート教室     500円/750円  
毎月第2水曜日  13:30～15:００ 
○好きな言葉・文字をアートに 

デジタルカメラ倶楽部  300円/550円  
第2木曜日  13:30～15:00 
○大きく広がるカメラの世界へあなたも 

字・絵てがみ  （新規受付停止中）  500円/750円 
第3金曜日  13:30～15:00  
○楽しく自分流に書いてみましょう 

詩吟を楽しむ会  500円/750円  
第1金曜日  14:00～15:30 
○漢詩・和歌・短歌を詩吟で楽しみませんか 

シニアのための歌の練習  600円/850円 見学 250円 
第1・3火曜日   10:30～12:00                
○歌の好きな方の参加お待ちしています 

七十の手習い  500円/750円 
第1・3火曜日  13:30～15:００ 
○漢字を習いながら東洋文化の源流をたどろう 

折り紙クラブ  500円/750円 （新規受付停止中）  
第4水曜日  13:30～15:00 
○日本の伝統的な遊びです。楽しく遊びましょう 

ウクレレ愛好会  500円/750円  
第3木曜日  13:30～15:００ 
○手軽に弾ける楽器です。お気軽にどうぞ 

名作を読む会 300円（会員のみ）（新規受付停止中） 
第4金曜日  10:30～12:00 
○文学の森を散策しませんか 

エッセイを書こう  1,000円/1,250円            
第2土曜日  11：00～12：30                 
〇日常のちょっとしたことをエッセイにまとめてみませんか 

やさしい英会話  500円/750円  
第1・3火曜日  13:30～15:00 
○初歩の日常会話から始めましょう 

ラ・ラ・ラ シャンソン  600円／850円          
第1・3水曜日  13:30～15:30                
◯仙台はシャンソンの似合う街  

絵手紙教室 1,000円／1,250円               
第4火曜日 10:30～12：00                  
○楽しく描いています 

自分史を書こう 1,000円/1,250円              
第2土曜日 13:30～15：00                   
○生きた“証 し”と  して自分史作 り にチャレンジ 

クラシック音楽鑑賞会 500円（会員のみ）         
毎月第１水曜日 10：30～12：00   （新規受付停止中）             
〇日常の喧騒を離れ名曲の海を漂ってみませんか 

シニアPOPS倶楽部  600円（会員のみ） 
第2火曜日 16：00～18：00 
POPS倶楽部に来てみませんか 

サークルのご案内   (申込･問合せは℡ 022-217-0101)   参加費は会員/非会員 

上記の他「ぐるーぷ・よっこより」（P5）、「歩く会」・「課外授業」（P3）の活動があります。 
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◆NPO法人シニアのための市民ネットワーク仙台  事務局 

 〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目5-12 
 TEL 022-266-5650（月、火、水、木、金、土、オープン） 
 FAX 022-200-7028 

◆「一番町サロン」 

 TEL 022-217-0101 所在地・事務局に同じ 

 

 
 
 
 

編集委員会からのお知らせ 

会報発行150号を記念し、編集委員会では初めて七夕TANZAKUフェスタについてのアンケートを企画・実

施し、1面をカラー化して特集号としました。これからのTANZAKUフェスタに観光客の皆様の視点を取り入

れる参考になればと思います。また、会員への公平な紙面提供の観点から、今まで登場していないサークル

の内容紹介などを載せています。今回、紙面の都合上掲載できなかった短歌・俳句については、ホームペー

ジ上でご覧いただけます。 

事務局だより 

＊年忘れXmasパ－ティ－の日程が決まりました!! 
 12月6日（木）午後2時から、仙台市福祉プラザで開催致します。出し物や展示のご希望がございまし

たらお申し出ください。なお展示物搬入については、事務局でお手伝いいたします。 
＊秋のサロンバザーのお知らせ 
 期間 10月25日（木）～11月7日（水）まで  ◎提供品は9月より受付いたします 
（洋服は新品同様の物・食器は未使用の物・その他雑貨日用品） 

＊事務局員とサロンスタッフの交代の件 
 事務局長 都築秀穂氏退任し、田村淳二氏就任（月曜日担当）  
藤田甲子氏⇒サロンスタッフから事務局スタッフへ（土曜日担当） 

 木村のり子氏サロンスタッフ退任 これまでの活動に感謝いたします。 
＊2018仙台七夕フェスタに皆さまから寄付金を頂きありがとうございました。 

   （事務所内掲示板に掲示しております）                          

  
七夕の日に現場でお手伝い下さった方々（敬称略） ご協力ありがとうございました。 

   「サロンスタッフ打ち合わせ日程」 

  9月11日（火）  午前10時30分から12時まで 

  10月9日（火）   午前10時30分から12時まで 

 「サークル等連絡会日程」   

    9月11日（火）  午後１時30分から3時まで 

  10月9日（火）  午後１時30分から3時まで 

サークル活動が河北新報の「われら仲間」に紹介されました。（抜粋記事）  

「ラ・ラ・ラ シャンソン」「70代を中心に男女19人が練習に励む。代表砂守栄子さんは『雑談やカラ

オケなども楽しんでいます』と話す。」 

「シニアの歌の練習」講師の音楽療法士は「新曲を覚えると脳の活性化につながる」と話す。 

 今後も各サークルの取材があり、掲載されます。是非、ご協力お願いいたします。 

寄付・差し入れをいただきましてありがとうございます。（ 6月16日から 8月15日まで） 

差し入れ 鈴木カツ子 藤田甲子 中村雅 軽部和子 行方一枝 鹿野公策 丹野惠子 千葉まり子 
大倉麗子 及川寿恵子 石橋美智子 岩田昭一 砂守栄子 早坂絹子 佐藤昌子 板垣智 田村淳二 

川面朝子 加藤益子 針生勇八郎 木村容子 山川孝子 大友美江子 青葉区中央市民センター 
寄付金  CDを聴く会 賢治教室  
 
◎先日西日本豪雨災害義援金を募りましたら32,410円集まりました。8月1日に赤十字を通じて 

 被災者の方に届けさせていただきました。ご協力ありがとうございました。 

板山智 佐伯勝郎 川面朝子 小野寺匠 大沼光次 高田斉 砂守栄子 行方一枝 鹿野公策  

会沢浩平 清野裕子 三吉道江 及川芳子 藤田優子 伊藤泰生 薄井順子 阿部泰美 高橋明子 

新沼千恵子 伊豆田勝一 工藤清子 鳴海厚子 加藤益子 熊谷喜代子 千葉まり子 鷲見ヨシ子 

小関里恵 佐々木良子 千賀七生  森田貞子 木村きえ子 

青葉区中央市民センター エーザイ株式会社 高校生ボランティアの皆さん 


