
「シニアのための市民ネットワーク仙台」１０年のあゆみ 

年 次            年      表 

平成 17年度 

平成 18年度 

（2006） 

 

 

 

 

2月 ○サロン企画第 6回「ハーモニーコンサート」開催 

4月 ○第 4回「注文の多い料理店」朗読会 仙台福祉プラザ 

   ○サロン特別講座「シニアの健康生活」計 5回 

   ○サロン講座「薬とサプリメントの関係」薬剤師協会我妻邦雄氏 

   ○シニアランチクラブ「松島島めぐり」 

5月 ○春のバザー開催 

   ○第 8回通常総会開催 

   ○シニアネット仙台「十年のあゆみ」販売 

6月 ○シニアランチクラブ「福島の旅」 

8月 ○2006仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

9月 ○サロン企画「北山お寺めぐり」 

   ○シニアランチクラブ「利府新幹線総合車両センター見学」 

   ○サロン講座「薬と副作用について」 薬剤師協会我妻邦雄氏 

10月 ○秋のバザー開催 

    ○日帰り旅行「花巻宮沢賢治ゆかりの地を巡る旅」バスツアー 

11月 ○シニアランチクラブ「七ヶ宿・白石」 

12月 ○Xmasパーティー開催（仙台定禅寺通りハーモニー） 

2月 ○サロン企画第 7回「ハーモニーコンサート」開催 

3月 ○シニアランチクラブ「早春の角田・丸森に行こう」 

平成 19年度 

（2007） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 ○サロン講座「裁判員制度について」 草場裕之弁護士 

5月 ○第 9回通常総会開催 

   ○春のバザー開催 

   ○シニアランチクラブ「登米市・明治村に行こう」 

6月 ○サロン講座「成年後見人制度」パートⅠ仙台市権利擁護センター 

8月 ○2007仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

9月 ○シニアランチクラブ「奥州市・水沢に行こう」 

10月 ○日帰り旅行「盛岡・渋民 石川啄木の足跡を巡る旅」バスツアー 

   ○秋のバザー開催 

   ○サロン企画ハイキング「東照宮・瞑想の松方面を歩こう」 

11月 ○シニアランチクラブ「塩釜あったかツアー」 

   ○サロン講座「生活の中の仏教」 福聚院住職 

12月 ○Xmasパーティー開催（和田憲久氏のテナーサックス独演） 

2月 ○サロン企画第 8回「ハーモニーコンサート」開催 

3月 ○サロン講座「漢字話パートⅠ」 書道楽 大塚耕志郎先生 



平成 20年度 

（2008） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5月 ○第 10回通常総会開催 

   ○第５回「注文の多い料理店」朗読会 仙台福祉プラザ 

   ○春のバザー開催 

   ○サロン企画ハイキング「仙台市博物館・東北大学植物園」 

6月 ○サロン講座「健康体操教室」 伊藤ゆうみ先生 

    ○サロン講座「成年後見人制度」パートⅡ仙台市権利擁護センター 

   ○シニアランチクラブ「山形・花と文化に出会う旅」 

8月 ○2008仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

   ○日帰り旅行「猪苗代と磐梯」バスツアー 

11月 ○サロン講座「楽しい声の出し方教室」 荒井真澄氏 

   ○秋のバザー開催 

12月 ○Xmasパーティー開催（石巻ディオのアコーディオンとオカリナ演奏） 

2月 ○サロン企画第 9回「ハーモニーコンサート」開催 

3月 ○サロン講座「漢字話パートⅡ」 書道楽 大塚耕志郎先生 

   ○サロン講座「パーソナルカラー講座Ⅰ」日本色彩学会加川映子氏 

平成 21年度 

（2009） 

 

 

 

 

 

 

 

4月 ○サロン企画「やまいを話そう聞く会」 

5月 ○サロン企画ハイキング「仙台駅東口周辺の歴史散策」 

   ○春のバザー開催 

   ○第 11回通常総会開催 

6月 ○サロン講座「薬のおはなし」 宮城県薬剤師会我妻邦雄氏 

8月 ○2009仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

10月 ○第 6回「注文の多い料理店」朗読会 仙台福祉プラザ 

   ○日帰り旅行「平泉の世界遺産」バスツアー 

   ○秋のバザー開催 

   ○サロン講座「医療・福祉に関する講座」ケアマネジャー鈴木富貴子氏 

12月 ○Xmasパーティー開催（桂すいせんの会 大正琴） 

2月 ○サロン企画第 10回「ハーモニーコンサート」開催 

3月 ○サロン講座「パーソナルカラー講座Ⅱ」日本色彩学会加川映子氏 



平成 22年度 

（2010） 

 

4月 ○瑞鳳殿のボランテイア観光ガイド研修会 ぐるーぷ・よっこより 

   ○サロン講座「漢字話パートⅢ」 書道楽 大塚耕志郎先生 

5月 ○第 12回通常総会開催 

   ○シニアのための携帯電話講習Ⅰ デジタルワン 

   ○春のバザー開催 

6月 ○サロン講座「震災への 7つの備え」 伊藤ゆうみ先生 

7月 ○シニアのための携帯電話講習Ⅱ デジタルワン 

8月 ○2010仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

9月 ○サロン企画ハイキング「水の森公園」 

   ○秋のバザー開催 

   ○日帰り旅行「米沢・高畠・上山」バスツアー 

12月 ○Xmasパーティー開催（七郷ハーモニカ愛好会） 

2月 ○サロン企画第 11回「ハーモニーコンサート」開催 

3月 ○3.11東日本大震災 講座、サークル等が変更、中止となる 

 

平成 23年度 

（2011） 

 

 

 

 

 

4月 ○サロン企画ハイキング「県民の森を歩きましょう」 

5月 ○サロン講座公演会「食と心のお話」 高野山真言宗僧侶須永住職 

   ○第 13回通常総会開催（新役員体制：理事長緑川斐雄） 

6月 ○春のバザー開催 

○第 7回「注文の多い料理店」朗読会 仙台市福祉プラザ 

   ○サロン講座「漢字話パートⅣ」 書道楽 大塚耕志郎先生 

8月 ○2011仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

9月 ○日帰り旅行「栗原の自然と歴史に触れる旅」バスツアー 

10月 ○サロン企画ハイキング「鳳鳴四十八滝からニッカウヰスキー」 

   ○秋のバザー開催 

12月 ○Xmasパーティー開催（ちんどん・みやび組） 

3月 ○サロン企画第 12回「ハーモニーコンサート」開催 

 



平成 24年度 

（2012） 

 

 

 

 

5月 ○第 14回通常総会開催 

   ○春のバザー開催 

6月 ○サロン企画ハイキング「八木山動物園」 

７月 ○「PCサロン」主催講座 スマートフォン講習会 ドコモ東北 

8月 ○2012仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

9月 ○日帰り旅行「加茂水族館と山居倉庫」バスツアー 

10月 ○秋のバザー開催 

   ○サロン講座「薬との上手な付き合い方」 宮城県薬剤師会 

12月 ○Xmasパーティー開催（あっぺとっぺ） 

3月 ○サロン企画第 13回「ハーモニーコンサート」開催 

平成 25年度 

（2013） 

 

 

 

4月 ○サロン講座「シニアのための保険講座」ファイナンシャルプランナー 

   ○第 8回「注文の多い料理店」朗読会 仙台市福祉プラザ 

5月 ○第 15回通常総会開催 

   ○春のバザー開催 

6月 ○サロン企画ハイキング「鐘景閣への小さなハイキング」 

   ○サロン講座「知って得する薬のお話し」宮城県薬剤師会 

7月 ○サロン講座「シンプルスマホ講習会」ソフトバンクインストラクター 

8月 ○2013仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

   ○サロン講座「笑いながら聞ける健康講座」健康管理士阿部和弘氏 

9月 ○日帰り旅行「会津名所めぐり」バスツアー 

10月 ○秋のバザー開催 

12月 ○Xmasパーティー開催  

 ○フィリッピン台風被災者支援の募金箱の設置 

3月 ○サロン講座「安らかな最期を迎えるために」 伊藤ゆうみ先生 

 



平成 26年度 

（2014） 

 

 

 

 

 

 

4月 ○サロン企画ハイキング「桂島菜の花コース」 

5月 ○第 16回通常総会開催 

   ○春のバザー開催 

6月 ○サロン講座「エンディングノートの書き方」 清月記 

8月 ○広島土砂崩れ災害支援の募金箱の設置 

   ○2014仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

9月 ○日帰り旅行「羽黒山神社と国宝五重塔」バスツアー 

    ○「朗読教室」へ感謝状 社会福祉法人ありのまま舎 

10月 ○秋のバザー開催 

11月 ○第 1回上映会「サロン deシネマ」「細雪」 

   ○サロン講座「成年後見人制度と市民後見」 PREMO 

12月 ○Xmasパーティー開催（フラメンコダンス） 

1月 ○特別講演会「仙台藩かく戦へり 戊辰戦争の真実」木村紀夫先生 

    ○事業公開説明会 青葉区中央市民センター 

 

平成 27年度 

（2015） 

 

 

 

 

 

 

4月 ○サロン講座「墓じまい」 葬儀会社アドバイザー 

5月 ○第 17回通常総会開催（新役員体制：理事長丹野恵子） 

   ○ネパール大地震災害支援の募金箱設置 

   ○春のバザー開催 

7月 ○サロン講座「身近な防犯対策について」 中央警察署生活安全課 

8月 ○2015仙台七夕 TANZAKUフェスタ開催 

9月 ○日帰り旅行「あぶくま洞とアサヒビール福島工場」バスツアー 

10月 ○20周年記念事業実行委員会開催 

   ○ホームページリニュ―アル検討委員会開催 

   ○秋のバザー開催 

11月 ○サロン企画「茂庭荘、芋煮会&バーべキュー」 

   ○「あがた森魚音楽祭 inシニアネット仙台」開催 

12月 ○Xmasパーティー開催（沖縄舞踊） 

    20周年記念事業（感謝状贈呈） 

2月 ○サロン企画「南三陸一泊の旅」 

   ○サロン講座「死ぬまで元気」管理栄養士 南文子さん 

3月 ○サロン講座「健康体操」     

○第 9回「注文の多い料理店」朗読会 仙台市福祉プラザ 

 

 


