
 
「森の泉サロン」 

8 月 23 日（金） 

12:00～13:00 
 

珈琲一杯５０円 

仙台市泉中央老人福祉センター 

 仙台市泉区七北田字菅間３８ 

 TEL/FAX ０２２（３７３）１２８５ 

izuminoie@utopia.ocn.ne.jp 

指定管理・宮城県高齢者生活協同組合 

 

☆8 月の休館日☆ 
4 日（日）・ １1 日（日） ・12 日（月・振替祝日） 

１8 日（日） ・25 日（日） 
   

 

寄席 青葉亭福助 
 
令和元年８月 30日（金） 入場無料 

    10：30～12：00  大広間 

           

           知る人ぞ知る「青葉亭福助」   

による古典落語の披露です！ 

          被災地のボランティア活動も 

          行っています。 

          お誘いあわせお越し下さい。 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映画上映 8 月 14 日--午前 10時～（青葉繁れる）・午後 1 時～（幸福の黄色いハンカチ） 

8 月 15 日--午前 10時～（鎌倉ものがたり）・午後 1時～（二十四の瞳）               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなで「根白石・民族七夕」を見に行きましょう！  

ボランティアの皆さんで作った七夕飾りが 8月 6日（火）～8日（木）
に根白石の街並みに飾られます。是非皆さんで見に行きましょう！ 
泉中央老人福祉センターの七夕飾りは、泉根白石郵便局向かいの 
嶺岸製菓様の隣に飾られます。 
 

泉いきいきセンターだより 

２０１９年８月号   

～譲り合い・助け合い・励まし合い・言葉を交わし合い

～ 
 

 

草取り応援隊！ありがとうございました！ 

♡♡気持ちの良いセンターになりました♡♡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 6日（土）２５名のボランティアの方々の協力をいただきました。 

ボランティアミーティング  
 

8月 22日（木）13:00～14:00 

ボランティアの今後の活動な

どについて話し合いします！ 

お気軽にご参加下さい。 

 

今月のカラオケ開放日 

８月３１日（土）大広間  13:00～15:00 

先着１５名様 

当日受付します 

 

 

６月２６日のマッサージ体験会は、受付開始を待って１２時頃から並んでいらっしゃる利用

者さんが 1０人程になっていました。常連の方もいますし、今回初めても方もいらっしゃいまし

た。新規の方が増えるというのはセンターとして大変喜ばしいことです。 

男女各１名計２名のマッサージの先生は、施術中に利用者さん方の話に入ってくださり、 

                           

ユーモアたっぷりの話で盛り上がり、大きな笑い声が会議室中に広がるときが多々あります。 

マッサージで身体がほぐされ、笑いで心がほぐされるのは最高ですね。未体験の方の参加をお待

ちしています！ 

 

行政書士無料相談会(予約制) 

８月２９日(木) 10:00～12:00 

お一人 30分まで 

相続、成年後見人など 

その他悩んでいることなど 

＊個人情報は厳守します。 

「油絵体験教室」  追加募集受付け中！ 

８月 21 日（水）10:00～12:00  会議室 参加費 2,000 円（額縁込） 

手ぶらで参加できます。ぜひ体験してみてください！ 

油絵に興味のある方は、絶好の機会（チャンス）ですよ！ 

２時間で素敵な作品に仕上がります。額縁付です 

参加希望の方は、8 月 1 日（木）までセンター窓口に申込みください。 

マッサージ体験会  最高！

８月のマッサージ体験の日程

変更のお知らせ 

下記のようになります 

8 月 21 日（水）12：15～ 

8 月 28 日（水） 〃 

タオル 2 本忘れずお持ちください 

各愛好会代表の方へ    
 
12月分の 
会場予約は 9月 2 日（月）です 

9:20までにお越しください。 

9:30より抽選を行います。 



 

フラダンス教室 カラオケ愛好会 杜の調

モキハナ ラウンドダンス教室 ＧＣＳギター

嬉楽嬉楽くらぶ① マジック教室 カラオケ２１

ラウンドダンス教室 マジック愛好会 カラオケ分校いずみ

カラオケ２１

カラオケ分校いずみ

３Ｂ体操教室 杜の調

３Ｂ体操愛好会 区老連

カラオケ愛好会 いきいきお茶会 カラオケ愛好会 囲碁研究会

３Ｂ体操愛好会 七夕飾り根白石 雀遊会 パソコン愛好会

いずみ郷土史 囲碁研究会 カラオケ楽唱会 油絵体験教室

知って安心講座 パソコン愛好会 運動サークル マッサージ体験会

カラオケ楽唱会 手作りサークル 太極拳五期会 平和会 畑教室
運動サークル 雀の子サークル ボランティア会議

雀の子サークル 杜の調 畑教室 太極拳愛好会 春香会 南京玉すだれ教室

詩吟同好会 平和会 ラウンドダンス教室 句会さくら ラウンドダンス

嬉楽嬉楽くらぶ② 南京玉すだれ教室 カラオケ分校いずみ 英語教室
太極拳五期会 ＧＣＳギター ラウンドダンス カラオケ開放

カラオケ分校いずみ

メンテナンス

民謡愛好会 編物教室

六和功愛好会 編物愛好会

カラオケ愛好会 囲碁研究会

雀遊会 パソコン愛好会

囲碁研究会 はつ らつ ウ ォ ー キ ン グ 太極拳五期会 カラオケ楽唱会

雀遊会 パソコン愛好会 運動サークル マッサージ体験会

カラオケ楽唱会 映画上映 フラダンス教室 無料相談会 太極拳愛好会

運動サークル 映画上映 モキハナ ＧＣＳギター

雀の子サークル 映画上映 太極拳愛好会 寄席・青葉亭福助 マジック教室

平和会 映画上映 詩吟同好会 マジック愛好会

　　※　上段は午前、下段は午後の活動です。 カラオケ分校いずみ

メンテナンス

センター祭　開催予定日　１０月３日（木）・４日（金）
　　抽選会の景品を募集しています。 センターをご利用のときは･･･　

　　日用品で壊れていない、未使用で包装されたもの。 対象：仙台市内にお住まいの６０歳以上の方
　　食品・陶器・衣類はお断りいたします。 １）利用時間　9:30～16:30　 ４）施設内での飲酒はできません
　　みなさんのご協力をよろしくお願いいたします。    ※利用時間に合わせて開場します。 ５）敷地内は全面禁煙です。

２）入浴は10：00～15：00 ６）飲酒後の入館も御遠慮願います。
いきいきお茶会：8/5（午前）ボランティア活動の話-講話   火曜日・土曜日は14：30まで(配管清掃の為) ７）節電・節水にご協力ください。
七夕飾り：8/5（午後）根白石町--現地1：30集合 ３）休館日　　日曜・祝日・年末年始 ８）靴入れの袋をお持ち下さい。（地震対策）

木

金

令和元年８月　日程表

日 曜日 大広間 小和室 会議室 ロビー グランド 野外
泉社会福祉

センター
グランド 野外

泉社会福祉
センター

1
　

個人利用 ペタンク 16
　

個人利用 ゲートボール

日 曜日 大広間 小和室 会議室 ロビー

木 金

4 休館日 19 個人利用月 ゲートボール 休館日

ペタンク

3
ひまわり
個人利用 麻雀サークル ペタンク 18 休館日

2 個人利用 ゲートボール 17
ひまわり
個人利用

麻雀サークル金

土

日

土

日

7 個人利用 ゲートボール 22 個人利用 ペタンク

ペタンク

6 個人利用 ペタンク 21 個人利用 ゲートボール

5 個人利用 ゲートボール 休館日 20 個人利用月

火

水

火

水

森の泉
サロン ゲートボール

9 金 個人利用 ゲートボール 24 土
囲碁愛好会
個人利用

麻雀サークル

8 木 個人利用 ペタンク 23 個人利用

ペタンク

10 土
囲碁愛好会
個人利用

麻雀サークル ペタンク 25 日 休館日

ゲートボール 休館日

12 月 休館日 27 火 個人利用 ペタンク

11 日 休館日 26 月 個人利用

水 個人利用 ゲートボール

14 水 個人利用 ゲートボール 休館日 29 木

13 火 個人利用 ペタンク 休館日 28

31 土 個人利用 麻雀サークル ペタンク

個人利用 ペタンク

15 木 個人利用 ペタンク 30 金 個人利用 ゲートボール

泉中央老人福祉センター
３７３－１２８５

泉中央老人福祉センター
３７３－１２８５

※７月１０日現在の状況です。変更になる場合もあります。


