【令和 2 年２月号】

【２月】ふれあいホール催事案内 2 階ふれあいホール/定員 302 名
催事名

開催日

公演時間

入場方法

2020 年 認知症公開講座
1(土)

～パーソン･センタード･ケアと認知症について考える～

13：30 ～ 16：30

[認知症の人 本人に学ぶ]

6(木)

8(土)

9(日)

クラーク記念国際高等学校 仙台キャンパス
活動報告会

仙台市ボランティアフォーラム

女性文化講座
～斎王群行から学ぶ平安の装束～

チケット制
当日 500 円

10：00 ～ 13：00

無料・申込不要

11：00 ～ 15：00

無料・申込必要

13：30 ～ 15：00

16(日)

狐狂伝来 各國周遊記

14：00 ～ 15：30

いきいき発表会

12：00 ～ 16：00

講演会
行動障害のある方への支援を考える～第 4 弾～
23(日)

自閉症スペクトラムの二次障害

（質疑含）

～強度行動障害・ひきこもり等～

大人 2,500 円
中学生以下 1,500 円

24(月)

サックスの祭典 その 13

無料・申込不要

参加費 1,000 円
会員 500 円

14：00 ～ 15：30
（開場 13：30）

Mail：Jpdsendai@yahoo.co.jp

クラーク記念国際高等学校
仙台キャンパス

仙台市社会福祉協議会
Tel：022-262-7294

Tel：0120-029-315

※宮城県自閉症協会

講師：加藤 潔 氏

Fax：025-333-0418

5,000 円

申込必要
13：30 ～ 16：00

J-P-D ネットワーク宮城県実行委員会

（一財）民族衣裳文化普及協会

70 歳以上 1,500 円

20(木)

主催・問合せ

チケット制

料金
太鼓笑人めでたい本公演

令和 2 年 1 月 10 日現在

仙台市手をつなぐ育成会家族会
Tel：080-1825-4000
担当：河上

でんでん宮城いきいきネットワーク
Tel：022-712-4986

宮城県自閉症協会
Tel：080-3328-3802
Mail：m_autism@yahoo.co.jp

サックスの祭典実行委員会
無料・申込不要

Mail：sax.saiten.8@gmail.com
Twitter：@SAXnoSAITEN
北部発達相談支援センター

29(土)

北部・南部アーチル療育セミナー
「
（仮）学齢期における発達障害児支援の現状と課題」

14：00 ～ 16：30

無料・申込必要

企画調整係
Tel：022-375-0110
Fax：022-375-0142

※チケットの販売は主催者へお問合せください。

❖アートカフェのご案内❖
牛乳パックの小物入れ・季節の折り紙
日 時：令和 2 年 2 月 10 日（月）

□■ 福祉プラザ 休館日のお知らせ ■□
2 月の休館日：17 日（月）
5 階：管理課窓口・福祉図書コーナー

10:00～15:00

4 階：ボランティアセンター・団体活動室はお休みです。

（昼休み 12:00～13:00）

※施設の利用申込・空き状況の照会は、

会 場：福祉プラザ 4 階 ボランティアセンター

1 階ロビー設置の「市民用端末」をご利用ください。

～ コンサートについて ～
◆ 時 間：12:20～12:50

《 ２ 月 の 予 定 》

◆ 会 場：福祉プラザ１階 ロビー

◎ 2 月 13 日（木）落語

◆ 入場料：無料

《 出演者紹介：東北学院大学落語研究会 》

コーヒーやお茶を無料で提供しています。

老人ホーム等、さまざまな施設のイベントに出演

庭園をバックに、すてきな演奏を聴きながら、
飲み物片手にほっとひといきつきませんか？

をしています。今回は、1 年生と 2 年生のペアで
参加します。

～ コンサートの様子 ～

12 月 25 日（水）出演：仙台市立五橋中学校合唱部

1 月 14 日（火）出演：安来節保存会東北支部

仙台市福祉プラザ「福祉講座」開催決定！！
◇日 時：令和２年３月 14 日（土）13：30～16：00
◇会 場：福祉プラザ２階 ふれあいホール
◇内 容：講演「住み慣れた自宅で生活するために～在宅医療の現状～」
講師：アイ往診クリニック 院長 小野寺 謙吾 氏
寸劇「認知症をみんなで支える」
出演：NPO 法人スマイル劇団
◇入場料：無料

◇定 員：250 名（応募多数の場合抽選）

★申込方法：往復ハガキもしくは FAX にて（5 名分申込可）
代表者の住所、氏名、FAX 申込の方は FAX 番号を記入の上、お申込みください。
★申込期間：令和 2 年２月６日（木）から 2 月 21 日（金）まで
★申込・問合せ：〒980-0022 仙台市青葉区五橋２丁目 12-2 5 階 仙台市福祉プラザ管理課
Tel：022-213-6237 Fax：022-213-6467

2月

大好評！
当館では、1 階ロビーにて、福祉施設製品の販売を行っています！どなたでもご利用いただけます。
各福祉施設のオリジナル商品もたくさんございますので、ぜひご来館ください！
販売日

販売時間

施設名

販売予定品

10：00～15：00

もぐもぐ

10：30～14：00

こまくさ苑

11：00～14：00

希望の星

10：00～14：00

ポッケの森

11：00～14：00

すまいる作業所

豆腐、厚揚げ等、とうふドーナツ、クッキー等

10：00～14：00

なでしこ

ちりめん細工、ストラップ、ポーチ、バッグ等

10：30～14：30

ワークつるがや

なご味うどん（持ち帰り用）、革製品、布製品

10：00～15：00

仙台自立の家

10：00～15：00

ビッグママ

11：00～14：00

メルヴェイユ仙台

10：45～14：00

ホープすずかけ

11：00～14：00

つなぎっこ

10：00～14：00

大きなポッケ

10：30～14：30

工房すぴか

さをり織り商品、カメラストラップ、をりねこバッジ、キーチェーン等

11：00～14：00

くるみの木

パン、クッキ―類

11：00～16：00

大野田はぎの苑

10：15～14：00

仙台メンタルヘルスサービス

10：30～14：00

そよかぜ広場

10：30～14：00

ハートライフせんだい創働舎

シュシュ、九男猿、アクリルタワシ、袖カバー、小銭入れ、エコダスター

11：00～14：00

ぱれった・けやき 宮城野

クッキー、乾燥野菜、手芸品

10：30～14：00

はまゆう

11：00～14：00

しあわせ会

10：30～14：30

マルベリー工房

10：00～14：30

はぴかむ

焼菓子（クッキー、パウンドケーキ等）、手工芸品（ヘアゴム等）

10：30～14：00

ほうゆう

ほうゆうの「よろこぶせんべい」各種、ぱーとなーパン、季節の野菜

10：00～15：00

きぼう園

パン、焼菓子、軍手、コースター、ヘアゴム

11：00～14：00

プチエクレア

パン、菓子、アクセサリー

10：30～14：00

せんしょう庵

串団子、煎餅、あげまん

10：30～15：00

こころや

冷凍シュウマイ、すぐ食べられるシュウマイ、海苔佃煮、ジュース等

3(月)

4(火)

陶芸品、手工芸品、そば（生麺、つゆ、そば茶、そば粉）
点字用紙使用封筒、パンの花製品、ビーズアクセサリー、コースター等
弁当、惣菜、焼菓子、冷菓子

5(水)

6(木)

焼菓子、野菜、手工芸品、佃煮、乾物類

7(金)

12(水)

豆食パン、菓子パン、惣菜パン等、焼菓子、クラフト作品
シフォンケーキ、焼き菓子類（マドレーヌ、クッキー、フィナンシェ等）
米粉のがんづき、自家焙煎コーヒー

13(木)
さをり・裂き織り、色紙、手芸品、アクセサリー等
惣菜、豆腐、菓子

14(金)

15(土)
染め、機織り（ポーチ等）、その他（ブレスレット、フォトフレーム等）
手芸品（アクリルタワシ、あみぐるみ、ポストカード等）

18(火)
手作り小物、源氏蛍せんべい 他

19(水)

シフォンケーキ、シフォンラスク、さをり・木工製品等

20(木)

21(金)

キルト椅子、アクリルたわし、介護枕、座布団等
シフォンケーキ、ポストカード、クッキー、パウンドケーキ

25(火)

26(水)

28(金)
手作りクッキー、手芸品、アクセサリー

施設の都合で変わる場合があります。

福祉プラザ 施設抽選申込みスケジュール
次回抽選申込みは、下記の通りです。

◎当落結果発表日：2/1（土）

◎抽選申込期間：1/16（木）～1/31（金）

◎当選確定期間：ふれあいホール・プラザホール

◆ふれあいホール…令和 3 年 2 月使用分

→2/2（日）～2/29（土）
上記以外の貸室

◆プラザホール・研修室…令和 2 年 8 月使用分

→2/2（日）～2/9（日）

※当選されたホールや研修室が「使用の予定がなくなった」などの場合は、
当選取消（辞退）のお手続きをお願いいたします。

書名

著者名

出版社

背ラベル

セルフネグレクトと父親

石川 瞭子

青弓社

C7 ｲ

ひとりで暮らす、ひとりを支える

髙橋 絵里香

青土社

369.2 ﾀ

心と体を癒す手のひらマッサージ

池田 明子

主婦の友社

492 ｲ

※5 階 福祉図書コーナー（管理課内）では、高齢者福祉・障害者福祉・児童福祉・社会福祉・心理学・医学・
障害者教育の図書や雑誌、ビデオなど
※4 階 ボランティアセンター内の福祉図書ミニコーナーでは、ボランティア関連図書やコミックエッセイなど
※各コーナーで閲覧できるほか、5 階にて貸出も可能です。

○● 2F レストランのお知らせ ●○
・休業日 1 月：毎週月曜日と 21 日（火）
・休業日 2 月：毎週月曜日
・営業時間 10:30～15:30

● 地下鉄でご来館の方
仙台駅から富沢行で１駅、
「五橋（ｲﾂﾂﾊﾞｼ）駅」下車。
南１番出口より徒歩 3 分。

● バスでご来館の方
「五橋駅」下車徒歩 4 分。

仙台市福祉プラザ
〒980-0022 仙台市青葉区五橋二丁目 12-2 電話 213-6237 FAX213-6467
(HP)http://www.shakyo-sendai.or.jp/n/aboutus/plaza

