
 

 

 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四丁目１－３   TEL 022-212-3010 / FAX 022-268-4042 

メディアを上手に活用しながら、わかりやすく印象に残る効果的な「広報」

で、市民活動を一層盛り上げましょう！※掲載データは2020.4.16現在の状況

です。詳しい内容につきましては、各メディアへお問い合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●インターネット…ネットで検索。 

社名「コーナー名」 住所 
（上段）ＴＥＬ 

（下段）ＦＡＸ 

E-mail 

URL 

その他（〆切、掲載日、 

担当者からのコメント） 

みやぎ NPO 情報ネット 

「みやぎのＮＰＯ検索、

イベント･講座、ボラン

ティア、会員、有給スタ

ッフ募集」 

〒983-0851  

仙台市宮城野区 

榴ヶ岡５番地 みや

ぎ NPO プラザ内 

256-0511 
（FAX兼用） 

info@miyagi-npo. 

gr.jp 

 

http://www.miyagi-
npo.gr.jp 

随時掲載。タイトル、テーマ、内容、日

時、場所、問合せ先を明記すること。 

※NPO・市民活動団体からのものを掲載

します。個人的なものは掲載しません。

FAX、メール、〒、持込受付可能。 

（公財）仙台観光国際 

協会 

「イベント情報」 

〒980-0856 

仙台市青葉区 

青葉山 仙台国際

センター内 

265-2471 

http://www.sira.or.j

p/cgi-bin/event/in

dex.cgi 

国際交流・国際協力・多文化共生に関す

る行事を掲載。行事主催者により投稿

可。HP 管理者の承認後に公開。 

ミヤギイーブックス 

miyagi ebooks 

「宮城県のイベント情

報」 

〒980-0811  

仙台市青葉区一番

町三丁目 3番 19号 

株式会社ソノベ 

miyagi ebooks 実行

委員会 

263-7733 

262-3761 

http://www.miyagi-

ebooks.jp/?page_id

=147 

イベント掲載申込書を記入し FAX 送付

（郵送も可能）。掲載無料。掲載後の連絡

はなし。イベントタグはミヤギイーブックス

サイトで検索機能に利用。イベントタグの

入力が無い場合は実行委員会にて判断

し設定。 

●新聞…みんなが見ている新聞。 

テレビやラジオの取材依頼は新聞記事を見て来ることが多いって知っていましたか？ 
社名「コーナー名」 住所 

（上段）ＴＥＬ 

（下段）ＦＡＸ 

E-mail 

URL 

その他（〆切、掲載日、 

担当者からのコメント） 

朝日新聞仙台総局 

「情報アラカルト」 

〒980-0014 

仙台市青葉区 

本町 2-2-6 

223-3116 

223-3119 
sendai@asahi.com 

〆切は１ヶ月前。連絡先の名前、電話番

号を必ず明記してください。掲載する可

能性がある場合のみ、ご連絡致します。 

河北新報社 

河北新報夕刊 

「仙台圏イベント情報」 

〒980-8660 

仙台市青葉区五橋

1-2-28 

（FAXのみ） 

211-1159 
 

仙台圏のイベント情報をお寄せくださ

い。 

時事通信社仙台支社  

編集部 

〒980-0822 

仙台市青葉区立町

27-21 仙台橋本ビ

ル７階 

223-2900 

221-4003 
  

北は北海道・釧路から、南は沖縄・石垣

島のメディアまで随時配信します。全国

的に珍しい行事、取り組みをお知らせく

ださい。 

毎日新聞社仙台支局 

「情報パーク」 

〒980-0012 

仙台市青葉区 

錦町 1-5-1 

222-5972 

222-6048 
  

毎週火・土曜日掲載。〆切は 2週間ほど

前まで。必ず問合せ先電話番号を書い

てください。 

読売新聞社東北総局 

暮らしと情報 「イベン

ト・レジャー」 

〒980-0021 

仙台市青葉区 

中央 2-3-6  

読売仙台ビル 3 階 

222-4121 

222-8386 
  

イベント、ギャラリー、講座、音楽、歩く、

医療、介護関連、ビジネス関連などの情

報。イベント名、開催日時、会場名（住所

も）、内容、問合せ先を明記の上、余裕

を持ってお送りください。紙面の都合で

掲載できない場合があります。掲載の連

絡はしません。 

メディア活用 

      大作戦 
 

2020.4.16 
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●情報誌…ひとことで伝えられるキャッチコピーで、読む人の心をつかみましょう！〆切は要チェック！ 
社名「コーナー名」 住所 

（上段）ＴＥＬ 

（下段）ＦＡＸ 

E-mail 

URL 

その他（〆切、掲載日、 

担当者からのコメント） 

河北新報社 

河北ウイークリーせん

だい 

「トピックス」「元気！健

康!」「クチコミ情報」 

〒980-8660 

仙台市青葉区 

五橋 1-2-28 

営業局メディア編

集部 

211-1341 

211-1343 

weekly@po.kahoku. 

co.jp 

毎週木曜日発行。情報投稿の〆切は

掲載希望日の 1ヶ月前。「クチコミ情報」

は文字のみ。他の面は写真１点付き。

紙面スペースの都合上ご希望に添えな

い場合がありますのでご了承ください。 

㈱仙台リビング新聞社 

リビング仙台 

「インフォメーションコー

ナー」 

〒980-8585 

仙台市青葉区 

中央 2-8-13 

大和証券仙台ビ

ル 4 階 

265-2511 

265-1610 

https://mrs.living.jp/

sendai 

毎週金曜日付け、木・金曜配布。〆切

は開催日の 3 週間前まで。※日時、会

場、料金、問合せ先を明記（イベントの

内容も記入していただけるとありがたい

です）。ご希望に添えない場合もござい

ますので、ご了承ください。 

せんだいタウン情報

S-style 

「イベントスケジュール」 

〒984-8516 

仙台市若林区 

土樋 103 

266-0912 

266-0913 

s-style@pressart.co.j

p 

 

http://s-style.machi
co.mu/ 

毎月 25 日発行。〆切は発行前月末日

まで。原稿の内容は、場所・料金・日

時・問合せを明記の上、わかりやすく表

現すること。※内容がはっきりとわかる

イベントの情報をお願いします。紙面ス

ペースの都合上、お寄せいただいた情

報はすべて掲載することができません

のであらかじめご了承ください。 

月刊 杜の伝言板ゆる

る 「ボランティア・市民

活動情報」 

〒983-0852 

仙台市宮城野区 

榴岡 3-11-6 

コーポラス島田Ｂ

６ 

791-9323 

791-9327 

npo@yururu.com 

 

http://www.yururu.c
om/ 

毎月 1日発行。〆切は前月 15日。月初

めの情報は、前々月の 15 日までに！

※毎月１日～9 日の期間内に開催日や

締切日があたる情報は、前月発行号に

情報を掲載するため、情報締切は発行

の前々月の 15 日。 

団体活動内容を 200 字以内で。内容は

短めにまとめて。※基本的にＮＰＯ・市

民活動関連なら掲載可。趣味的なもの

や個人的なものは掲載不可。 

仙台っこ                   

「インフォメーション」 

〒984-0051  

仙台市若林区新

寺 1-4-5 ノースピ

ア６階  

(株)今野印刷 

「仙台っこ」編集室 

354-1021 

（FAXのみ） 

sendaikko@konp.net 

 

http://www.konp.net
/sendaikko/ 

「仙台っこ」は隔月刊（偶数月１日発行）

のため、イベント開催日の 3 ヶ月前まで

にお送りください。情報量によっては掲

載できない場合もあります。 

●ラジオ…イベントや活動に合った番組を選ぶのがポイントです。生番組の出演のチャンスも！ 

社名「コーナー名」 住所 
（上段）ＴＥＬ 

（下段）ＦＡＸ 

（上段）E-mail 

（下段）  URL 

その他（〆切、掲載日、 

担当者からのコメント） 

せんだい泉エフエム 

放送㈱ fm いずみ 

〒981-3133 

仙台市泉区 

泉中央 1-7-1地下鉄

泉中央駅ビル３階 

375-8808 

 

375-7501 

mail@fm797.co.jp 

  

http://www.fm797.co
.jp    

お知らせは、午前･午後･夕方の生番組

で告知。情報は、催事名･日時･会場･

費用の有無･問合せ先を明記の上、

FAX･メールで。随時生放送中にお知ら

せします。 

仙台シティエフエム

(株)RADIO3 

〒984-0065 

仙台市若林区 

土樋 103 

213-2323 

 

213-1123 

762@radio3.jp 

 

http://www.radio3.jp 

お知らせは月～金曜 午前、午後の生

放送内で告知。書式自由ですが、連絡

先を記載した概要を FAX、メールでお

願いします。 


