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施設名 連絡先・休館日 印刷機 パソコン 館外への貸出 

仙台市 
市民活動 
サポート 
センター 

〒980-0811  
青葉区一番町 4-1-3 
Tel：022-212-3010  
Fax：022-268-4042 
休：毎月第 2・第４水曜日 
(該当日が祝日の場合、翌木曜日) 
12/29～1/3 

A3、A4、B4 対応。公
益的な市民活動に関
する内容であれば紙
持参で利用可。１版
100 円で 2000 枚まで
印刷可。1回の総印刷
数は 5000 枚まで。裁
断機、紙折り機有り。 

2 台。市民活動に関
する利用に限る。ワ
ープロ・表計算ソフ
ト。プリントアウトは 5
枚まで。用紙は各自
持込み。 

なし 

仙台市 
男女共同 
参画推進 
センター 
 
（エル・パーク
仙台） 

〒980-8555  
青葉区一番町 4-11-1（仙台三越定禅
寺通り館 5F） 
Tel：022-268-8300  
Fax：022-268-8304 
休：保守点検日(月 2回) 
12/29～1/3 

ワークステーションの
利用登録が必要。用
紙持参で使用可。A3
まで対応。 1 製版
1000 枚まで 100 円。
裁断機・紙折り機・丁
合機有り。 

ワークステーション
の利用登録が必
要。ノートパソコン
（ワード・エクセル・
パワーポイント・イ
ンターネット利用
可）。モノクロレーザ
ープリンター有。 

  なし 

せんだい 
演劇工房 
10-BOX 

〒984-015  
若林区卸町 2-12-9 
Tel：022-782-7510  
Fax：022-235-8610 
休：12/28～1/4 

施設利用団体のみチ
ラシの作成や折込み
など制作の作業で利
用可。 
簡易印刷機、裁断機
等（一部有料） 

なし なし 

みやぎ 
NPOプラザ 

〒983-0851 
宮城野区榴ヶ岡 5番地 
Tel：022‐256-0505  
Fax：022‐256-0533 
休：月曜日 

A3 まで対応。公益的
な市民活動に関する
内容であれば紙持参
で利用可。1 原版 100
円。1製版につき 2000
枚まで印刷可。2000
枚超ごとに 100 円追
加。１団体１日 5000枚
まで。裁断機、シュレ
ッダー、電動パンチ、
コピー機（カラー１枚
50円、白黒1枚10円） 

パソコン 2 台、プリン
ター１台 
※インターネット・ワ
ープロ・表計算ソフト
が使用できる。1日１
団体 20 枚まで印刷
可能。無料。 

  なし 

みやぎ 
ボランティア 
総合センター 

〒980-0014  
青葉区本町 3-7-4  
宮城県社会福祉会館内 3F 
Tel：022-266-3951  
Fax：022-266-3953 
休：土・日・祝 

事前の団体登録で 
使用可能。 

なし 

福祉教育・ボランティア
啓発ビデオ、手押し車イ
ス、高齢者疑似体験セッ
ト、妊婦体験ジャケット、
図書 
※福祉教育を目的として
いる場合にのみ貸出可
能。要電話予約。 

仙台市 
ボランティア 
センター 

〒980-0022  
青葉区五橋 2-12-2 
仙台市福祉プラザ 4F 
Tel：022-262-７294 
Fax：022-216-0140 
休：日・祝、福祉プラザ休館日 

事前の利用登録必
要。内容要確認。 
無料。枚数制限有。 
用紙持参。 
（A３まで対応） 
紙折機、帳合機あり。 

なし 

車椅子（20）、白杖（26） 
、高齢者疑似体験セット
（Mサイズ４、Sサイズ４）
※福祉教育を目的として
いる場合にのみ貸出可
能。要電話予約。 

青葉区 
ボランティア 
センター 

〒980-0802  
青葉区二日町 4-3 
二日町分庁舎 1F 
Tel：022-265-5260  
Fax：022-265-5262 
休：土・日・祝、12/29〜1/3 

事前の利用登録必
要。内容要確認。 
無料。用紙持参。 
（A３まで対応） 
※事前の電話確認要 

なし 車椅子（12）、白杖（30） 
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施設名 連絡先・休館日 印刷機 パソコン 館外への貸出 

宮城野区 
ボランティア 
センター 

〒983-0841  

宮城野区原町 3-5-20 メゾン坂下１F 

Tel：022-256-3650  

Fax：022-256-3679 

休：土・日・祝、12/29〜1/3 

事前の利用登録必
要。内容要確認。 
無料。用紙持参。 
（A３まで対応） 
※事前の電話確認要 

なし 

車椅子（18）、白杖（10） 
※福祉教育を目的として
いる場合にのみ貸出可
能。 

若林区 
ボランティア 
センター 

〒984-0811  
若林区保春院前丁 3-1 
若林区中央市民センター別棟 1F 
Teｌ：022-282-7971 
Fax：022‐282-7988 
休：土・日・祝、12/29〜1/3 

事前の利用登録必
要。内容要確認。 
無料。用紙持参。 
（A３まで対応） 
※事前の電話確認要 

なし 

車椅子（14）、白杖（17） 
※福祉教育を目的として
いる場合にのみ貸出可
能。 

太白区 
ボランティア 
センター 

〒982-0012  
太白区長町南 3-1-30 
Tel：022-248-8188 
Fax022‐248-1330 
休：土・日・祝、12/29〜1/3 

事前の利用登録必
要。内容要確認。 
無料。用紙持参。 
（A３まで対応） 
※事前の電話確認要 

なし 

車椅子（22）、白杖（20） 
※福祉教育を目的として
いる場合にのみ貸出可
能。要予約。 

泉区 
ボランティア 
センター 

〒981-3131  
泉区七北田字道 48-12 
泉社会福祉センター内 
Tel：022-372-1581 
Fax：022‐372-8969 
休：土・日・祝、12/29〜1/3 

事前の利用登録必
要。内容要確認。 
無料。用紙持参。 
（A３まで対応） 
※事前の電話確認要 

なし 

車椅子（20）、白杖（20） 
、アイマスク（20） 
※福祉教育を目的とし
ている場合にのみ貸出
可能。要電話予約。 

 

■市民センター 市民活動室（休：月・祝日の翌日、12/28～1/4）   ※詳しくは各市民センターにお問い合わせください。 

以下の市民センターでは、減免（5 割・10 割）を承認されている団体に限り印刷機を使用できます。（減免証持参） 

・利用料金：1製版 2000枚まで 100円。1製版 2000枚を超えるごとに 100円追加。1 日につき 1団体あたり 6000枚まで。 

・利用できる印刷物：団体内部打ち合わせ・会議資料、団体主催行事のチラシ。 

施設名 連絡先 施設名 連絡先 

青葉区中央 

市民センター 

〒980-0811 青葉区一番町 2‐1‐4 

Tel: 022‐223-2516  Fax: 022‐261-3251 

泉区中央 

市民センター 

〒981-3117 泉区市名坂東裏 53-1 

Tel: 022-372-8101  Fax: 022-372-2447 

柏木 

市民センター 

〒981-0933 青葉区柏木 3-3-1 

Tel: 022-233-8066  Fax: 022-233-8484 

加茂 

市民センター 

〒981-3122 泉区加茂 4-2 

Tel:022-378-2970   Fax:022-377-4565 

宮城西 

市民センター 

〒989-3432 青葉区熊ヶ根石積 47 

Tel:022-393-2829   Fax:022-393-2491 

寺岡 

市民センター 

〒981-3204 泉区寺岡 2-14-4 

Tel:022-378-4490  Fax:022-378-4534 

木町通 

市民センター 

〒980-0801 青葉区木町通 1-7-36 

Tel: 022-711-2561  Fax: 022-212-4330 

松森 

市民センター 

〒981-3111 泉区松森字城前 9-2 

Tel: 022-776-9510  Fax: 022-776-9512 

北山 

市民センター 

〒981-0934 青葉区新坂町 8-4 

Tel:022-272-1020  Fax:022-272-1036 

桂 

市民センター 

〒981-3134 泉区桂 3-19-1 

Tel: 022-375-0550  Fax: 022-771-5931 

中山 

市民センター 

〒981-0952 青葉区中山 3-13-1 

Tel:022-279-9216  Fax:022-719-2150 

南中山 

市民センター 

〒981-3213 泉区南中山 2-24-12 

Tel: 022-379-4780  Fax: 022-348-4340 

宮城野区中央 

市民センター 
〒983-0842 宮城野区五輪 2-12-70 

Tel:022-791-7015  Fax:022-295-2337 

高森 

市民センター 

〒981-3203 泉区高森 6-1-2 

Tel:022-378-9950  Fax:022-378-9969 

田子 

市民センター 

〒983-0021 宮城野区田子 2-4-25 

Tel: 022-254-2721  Fax: 022-254-2722 

南光台 

市民センター 

〒981-8003 泉区南光台 7-1-30 

Tel:022-253-1023  Fax:022-253-1024 

福室 

市民センター 

〒983-0005 宮城野区福室 5-9-36 

Tel: 022-786-3540  Fax: 022-388-6320 

太白区中央 

市民センター 

〒982-0011 太白区長町 5-3-2 

Tel:022-304-2741  Fax:022-304-2211 

若林区中央 

市民センター 

〒984-0827 若林区南小泉 1-1-1 

Tel: 022-282-1173  Fax: 022-282-1180 

富沢 

市民センター 

〒982-0036 太白区富沢南 1-18-10 

Tel: 022-244-3977  Fax: 022-307-5101 

七郷 

市民センター 

〒984-0032 若林区荒井 3-7-2 

Tel: 022-288-8700  Fax: 022-288-2340 

秋保 

市民センター 

〒982-0243 太白区秋保町長袋大原 44-1 

Tel:022-399-2316  Fax:022-399-2394 

六郷 

市民センター 

〒984-0835 若林区今泉 1-3-19 

Tel:022-289-5127  Fax:022-289-6359 

八本松 

市民センター 

〒982-0001 太白区八本松 2-4-20 

Tel:022-246-2426  Fax:022-246-9023 
 


