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 ※震災の影響により開館していない施設がございますので、事前にお問い合わせ下さい。 

施設名 住所 電話番号 休館日 
チラシ・ポスターの 
取り扱いの留意点 

仙台市市民活動 
サポートセンター 

〒980-0811 
仙台市青葉区一番町 
4-1-3 

022-212-3010 

毎月第２・第４水曜
日（該当日が祝日の
場合、翌日木曜日） 
年末年始 

市民活動団体によるイベント・団体紹
介のチラシ･ポスターを配置・掲示。 

仙台市男女共同 
参画推進センター 
エル・パーク仙台 
市民活動スペース 

〒980-8555  
仙台市青葉区一番町 
4-11-1 
１４１ビル（仙台三越定禅寺
通り館）５階 

022-268-8301 
月２回の保守点検
日 
年末年始 

受付窓口に持参。チラシは 20～30 枚
程度、ポスターは 1 枚。男女共同参画
に関する内容を含んでいる企画のも
の。 

中央市民センター 
情報コーナー 

〒983-0852 
仙台市宮城野区榴岡 
4-1-8 

022-295-0802 

原 則 と し て 、 月 曜
日・祝日の翌日・資
料整理日（毎月最終
木曜日） 
年末年始 

1 階または 5 階事務室にて受付。但
し、営利目的は除く。チラシ・ポスター
はスペースにより置けない場合もあ
る。 

仙台市福祉プラザ 
〒980-0022 
仙台市青葉区五橋 2-12-2 022-213-6237 

保守点検日（月１・２
回）・年末年始 

5 階事務室にて受付。但し、営利目的
は除く。ポスターは１枚、チラシは 20
枚まで。掲示期間は最長 2 ヶ月間。 

せんだいメディアテーク 
〒980-0821 
仙台市青葉区春日町 2-1 022-713-3171 

保守点検日（毎月第
４木曜日） 
年末年始 

７階にて受付。芸術･映像・音楽・文化
に関するもの・行政から依頼のあった
もの・smt で行われるイベントのチラシ
のみ受付。受取後はメディアテークに
一任。 

仙台市 

青年文化センター 

〒981-0904 
仙台市青葉区旭ヶ丘 
3-27-5 

022-276-2110 
保守点検日 

年末年始 

ポスター・チラシ共、青年文化センター
で開催される催し物を主として掲示、
配置。 

仙台市シルバーセンター 
〒980-0013 
仙台市青葉区花京院 
1-3-2 

022-215-3170 
保守点検日 

年末年始 

５階事務室に直接持参または添書を
付けて郵送も可。但し、営利目的等を
除く。配置期間は２ヶ月程度。ポスター
１枚・チラシ 30 枚まで。 

仙台文学館 
〒981-0902 
仙台市青葉区北根 2-7-1 022-271-3020 

月曜日・ 祝日の翌

日・毎月第４木曜日

（12 月を除く） 

年末年始 

チラシ 30 枚以内。 

仙台市戦災復興記念館 
〒980-0804 
仙台市青葉区大町 2-12-1 022-263-6931 

保守点検日 

年末年始 
配置や掲示については記念館に一
任。 

仙台市環境交流サロン 

〒980-0811 
仙台市青葉区一番町 
4‐7-17  
小田急仙台ビル９階 

022-214-1233 
土・日･祝 

年末年始 
環境系の団体に限る。 
窓口にて受付。 

せんだい演劇工房 

10-BOX 
〒984-0015  
仙台市若林区卸町 2-12-9 

022-782-7510 
 

12/28～1/4 
主として演劇、パフォーマンスに関す
るもの。ポスター1 枚、チラシ（30 枚程
度）設置可。郵送も可。 

仙台国際センター 
交流コーナー 

〒980-0856  
仙台市青葉区青葉山 
仙台国際センター内 

022-265-2471 
保守点検日 
年末年始 

国際交流・協力、多文化共生に関する
催物を優先。受け取り後の取り扱いは
当センターに一任（スペースの都合等
により配架できない場合もあり）。ポス
ターは 1 枚、チラシは 20 枚程度まで。 

仙台市富沢遺跡保存館 
（地底の森ミュージアム） 

〒982-0012 
仙台市太白区長町南 
4-3-1 

022-246-9153 

月・休日の翌日 

毎月第４木曜日 

年末年始 

主に他施設（博物館）のチラシを置い
ているが、余裕があれば置くことがで
きる。ポスターも余裕があれば可。 

2011.6.7 

チラシ･ポスターの 

置けるスペース 
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施設名 住所 電話番号 休館日 
チラシ・ポスターの 
取り扱いの留意点 

仙台市 

ボランティアセンター 

〒980-0022 
仙台市青葉区五橋 2-12-2 
仙台市福祉プラザ４階 

022-262-７294 
日・祝・年末年始 
福祉プラザ休館日 

所定の場所のみ。事務室に直接持参
または添書を付けて郵送も可。 

青葉区 

ボランティアセンター 

〒980-0802  
仙台市青葉区二日町 4-3 
二日町分庁舎 1 階 

022-265-5260 
土・日・祝 
年末年始 

所定の場所のみ。事務室に直接持参
または添書を付けて郵送も可。 

宮城野区 

ボランティアセンター 

〒983-0841  
仙台市宮城野区原町 
3-5-20 メゾン坂下１階 

022-256-3650 
土・日・祝 
年末年始 

所定の場所のみ。事務室に直接持参
または添書を付けて郵送も可。 

若林区 

ボランティアセンター 

〒984-0811 
仙台市若林区保春院前丁 
3-4 
若林区中央市民センター別 
棟２階 

022-282-7995 
土・日・祝 
年末年始 

所定の場所のみ。事務室に直接持参
または添書を付けて郵送も可。 

太白区 

ボランティアセンター 

〒982-0012 
仙台市太白区長町南 
3-5-23 

022-248-8188 
土・日・祝 
年末年始 

所定の場所のみ。事務室に直接持参
または添書を付けて郵送も可。 

泉区 

ボランティアセンター 

〒981-3131 
仙台市泉区七北田字道 
48-12 
泉社会福祉センター内 

022-372-2603 
土・日・祝 
年末年始 

所定の場所のみ。事務室に直接持参
または添書を付けて郵送も可。 

みやぎ NPO プラザ 
〒983-0851 
仙台市宮城野区榴ヶ岡 5 022-256-0505 

毎週月曜日 

年末年始 

受付に直接持参または添書を付けて
郵送も可。NPO や市民活動に関わる
もののみ受付。 

東京エレクトロンホール宮

城 （宮城県民会館） 

〒980-0803 
仙台市青葉区国分町 3-3-7 
宮城県文化振興財団 

022-225-8641 
第２水曜日 

年末年始 

1 階事務局の窓口に持ち込み。文化・
芸術に関するものに限る。 

エスポールみやぎ 

宮城県青年会館 
〒983-0836 
仙台市宮城野区幸町 4-5-1 022-293-4631 年末年始 

主に青少年を対象としたもの。直接持
参または添書を付けて郵送も可。ポス
ターは１枚、チラシは 20 枚程度。 

宮城県婦人会館 

〒983-0851  
宮城県仙台市宮城野区榴ヶ 
岡５番地（宮城県公文書館３ 
階）  

022-299-4530 
毎週月曜日 

年末年始 

3 階窓口にて受付。但し、営利目的を
除く公益性のある情報。スペースが限
られているので、ポスター１枚、チラシ
30 枚程度。受付後は会館に一任。 

みやぎボランティア 

総合センター 

〒980-0014 
仙台市青葉区本町 3-7-4 
宮城県社会福祉会館内 

022-222-0010 土･日･祝祭日 

チラシ・ポスター可。１階入口に配置さ
れる。独自で月１回県内の社会福祉
協議会（３６ヶ所、区・支所を除く）に配
架されるサービスも行っている。詳細
は、電話などで確認のこと。 

せんだんの杜 

市民活動ボランティア活

動応援センター 

〒989-3201 
仙台市青葉区国見ヶ丘 
7-141-9 

022-277-1122 年中無休 
直接持参または添書を付けて郵送も
可。チラシは 20 枚が限度。 

東北福祉大学 

学生生活支援センター 

ボランティア支援室 

〒981-8522 
仙台市青葉区国見 1-8-1 022-717-3321 土・日・祝日 

直接持参、または添書を付けて郵送
も可。団体の方は団体概要も持参。枚
数は 10 枚程度。 

（財）みやぎ・環境とくらし・

ネットワーク（MELON） 

〒981-0933 
仙台市青葉区柏木 1-2-45 
フォレスト仙台５F 

022-276-5118 土・日・祝日 
環境に関するイベントチラシのみ可。
枚数は 5 枚以内。ポスターは不可。 

仙台 YMCA 〒980-0822 
仙台市青葉区立町 9-7 022-222-7533 日・祝日 

チラシ・ポスター共、スペースに余裕
がある時に設置・掲示。 

仙台 YWCA 〒980-0822 
仙台市青葉区上杉 2-1-10 022-222-9714 日・祝日 

チラシ・ポスター共に可。スペースに余
裕がある時設置。２階の窓口で受付。 

 


