
区 施 設 名 電話番号 郵便番号 所  在  地 施設名 使用可能種目 個人使用日

柏木市民センター 233-8066 981-0933 青葉区柏木3-3-1 ホール
卓球、バドミントン、バスケット、ミニテニ
ス

祝日と第4日曜日
9:00～16:30

福沢市民センター 223-9095 980-0002 青葉区福沢町9-9 体育館 卓球、バドミントン 毎週土曜日 9:00～17:00

三本松市民センター 274-3955 981-0912 青葉区堤町3-23-1 体育館 卓球、バドミントン、バスケット 毎週土曜日･日曜日 9:00～21:00

片平市民センター 227-5333 980-0813 青葉区米ヶ袋1-1-35 体育館 卓球、バドミントン 毎週土曜日 13:00～21:00

水の森市民センター 277-2711 981-0962 青葉区水の森4-1-1 体育館 卓球、バドミントン 毎週土曜日 13:00～17:00

貝ヶ森市民センター 279-6320 981-0942 青葉区貝ヶ森1-4-6 ホール 卓球、バドミントン 毎週日曜日 9:00～21:00

大沢市民センター 394-6891 989-3212 青葉区芋沢字要害65 体育館 卓球、バドミントン、バスケット 毎月第2日曜日 9:00～21:00

落合市民センター 392-7301 989-3126 青葉区落合2-15-15 ホール 卓球、バドミントン、ミニバスケット 毎月第1･3日曜日 9:00～21:00

中山市民センター 279-9216 981-0952 青葉区中山3-13-1 ホール 卓球、バドミントン 毎週日曜日 9:00～16:30

折立市民センター 226-1226 982-0261 青葉区折立3-20-1 ホール 卓球、バドミントン 毎月第2日曜日 9:00～16:30

吉成市民センター 279-2033 989-3201 青葉区国見ｹ丘2-2-1 ホール 卓球、バドミントン 毎月第1･3･5日曜日及び祝日 9:00～21:00

木町通市民センター 711-2561 980-0801 青葉区木町通1-7-36 ホール 卓球、バドミントン、バスケット 毎月第1日曜日及び祝日 9:00～16:30

生涯学習支援センター 295-0403 983-0852 宮城野区榴岡4-1-8 体育館 卓球、バドミントン 毎月第2･4土曜日 9:00～16:30

高砂市民センター 258-1010 983-0014 宮城野区高砂1-24-9 ホール
卓球、バドミントン、ミニバスケット、バ
レー

毎月第1日曜日 9:00～16:30

岩切市民センター 255-7728 983-0821 宮城野区岩切字三所南88-2 体育館 施設にお問い合わせください。 奇数月最終日曜日　9:00～16:30

榴ヶ岡市民センター 299-5666 983-0842 宮城野区五輪1-3-1 体育館 卓球、バドミントン 毎週土曜日･日曜日 9:00～16:30

東部市民センター 237-0092 983-0037 宮城野区平成1-3-27 体育館 卓球、バドミントン 毎週日曜日 9:00～21:00

幸町市民センター 291-8651 983-0836 宮城野区幸町3-13-13 ホール 卓球、バドミントン 毎月第1･3土曜日 9:00～16:30

田子市民センタ－ 254-2721 983-0021 宮城野区田子2-4-25 ホール 卓球、バドミントン、バスケット 毎月第1日曜日 9:00～16:30

福室市民センタ－ 786-3540 983-0005 宮城野区福室5-9-36 ホール 卓球、バドミントン、ミニバスケット 毎月第2日曜日 9:00～16:30

若林区中央市民センター 282-1171 984-0827 若林区南小泉1-1-1 ホール 卓球、バドミントン 毎月第1･3日曜日及び祝日 9:00～21:00

七郷市民センター 288-8700 984-0032 若林区荒井3-7-2 体育館 卓球、バドミントン、バスケット、バレー 毎月第2･4日曜日 9:00～16:30

荒町市民センター 266-3790 984-0073 若林区荒町86-2 ホール 施設にお問い合わせください。 祝日　9:00～17:00

六郷市民センター 289-5127 984-0835 若林区今泉1-3-19 体育館 卓球、バドミントン、バレー 毎月第2･4日曜日 9:00～21:00

沖野市民センター 282-4571 984-0831 若林区沖野7-34-43 ホール 卓球、バドミントン等 毎月第1日曜日を除く日曜日 9:00～17:00

若林市民センター 282-4541 984-0826 若林区若林3-15-20 ホール 卓球、バドミントン 毎月第1･3日曜日 9:00～21:00

西多賀市民センター 244-6721 982-0034 太白区西多賀3-6-8 ホール 卓球 毎月第2･4金曜日 17:30～21:00

柳生市民センター 306-6750 981-1106 太白区柳生7-20-7 ホール 卓球、バドミントン 毎週日曜日 9:00～16:30

泉区中央市民センター 372-8101 981-3117 泉区市名坂字東裏53-1 ホール 施設にお問い合わせください。 毎月第2･4日曜日 9:00～12:00

黒松市民センター 234-5346 981-8006 泉区黒松1-33-40 ホール 卓球、バドミントン
毎月第1土曜日 13:00～15:00
毎月第3土曜日､第2･4日曜日 13:00～16:30

将監市民センター 372-0923 981-3132 泉区将監8-2-1 ホール 卓球、バドミントン 毎月第2･4日曜日 9:00～16:30

加茂市民センター 378-2970 981-3122 泉区加茂4-2 体育館 卓球、バドミントン 毎週土曜日 9:00～12:00

高森市民センター 378-9950 981-3203 泉区高森6-1-2 ホール 卓球、バドミントン 毎月第2日曜日 13:00～21:00

松陵市民センター 375-8101 981-3108 泉区松陵5-20-2 ホール 卓球、バドミントン 毎月最終日曜日 9:00～21:00

寺岡市民センター 378-4490 981-3204 泉区寺岡2-14-4 ホール 卓球、バドミントン、バレー 毎月第2日曜日 9:00～21:00

長命ヶ丘市民センター 377-3504 981-3212 泉区長命ヶ丘2-14-15 ホール 卓球、バドミントン 毎月第2･4日曜日 9:00～21:00

松森市民センター 776-9510 981-3111 泉区松森字城前9-2 ホール 卓球、バドミントン 毎月第4日曜日 9:00～16:30

桂市民センター 375-0550 981-3134 泉区桂3-19-1 ホール 卓球、バドミントン 毎月第2日曜日 9:00～16:30

南中山市民センター 379-4780 981-3213 泉区南中山2-24-12 体育館 卓球、バドミントン、バウンドテニス 毎月第2日曜日 9:00～21:00
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※主催事業等によりご利用いただけない日もあります｡

※個人使用日以外でも当日施設が空いているときには個人でご利用いただけます。
※個人使用の場合、施設は他の個人使用の方と共用になります。

※予約はできません。

※先に個人使用をしている方がいた場合、お待ちいただくことや、使用できないことがあります。

※使用料は１回（２時間以内）につき、一般２４０円、小・中学生１２０円です。

※使用する用具はご持参ください。 詳細は各市民センターにお問い合わせください。



区 施 設 名 電話番号 郵便番号 所  在  地 施設名

青葉区中央市民センター 223-2516 980-0811 青葉区一番町2-1-4 ホール

北山市民センター 272-1020 981-0934 青葉区新坂町8-4
トレー

ニング室

旭ヶ丘市民センター 271-4729 981-0904 青葉区旭ヶ丘3-25-15 大ホール

宮城西市民センター 393-2829 989-3432 青葉区熊ヶ根字石積47 ホール

生涯学習支援センター 295-0403 983-0852 宮城野区榴岡4-1-8
トレー

ニング室

宮城野区中央市民センター 257-1213 983-0842 宮城野区五輪2-12-70 体育館

鶴ヶ谷市民センター 251-1562 983-0824 宮城野区鶴ヶ谷2-1-7 ホール

太白区中央市民センター 304-2211 982-0011 太白区長町5-3-2 体育館

中田市民センター 241-1459 981-1104 太白区中田4-1-5 体育館

生出市民センター 281-2040 982-0251 太白区茂庭2-8-1 体育館

八本松市民センター 246-2426 982-0001 太白区八本松2-4-20 体育館

八木山市民センター 228-1190 982-0801 太白区八木山本町1-43 体育館

山田市民センター 244-0213 982-0813 太白区山田北前町13-1 体育館

茂庭台市民センター 281-3293 982-0252 太白区茂庭台4-1-10 体育館

東中田市民センター 242-1185 981-1101 太白区四郎丸字吹上51 体育館

秋保市民センター 399-2316 982-0243 太白区秋保町長袋字大原44-1 ホール

富沢市民センター 244-3977 982-0036 太白区富沢南1-18-10 ホール

根白石市民センター 379-2108 981-3221 泉区根白石字杉下前24 ホール

南光台市民センター 253-1023 981-8003 泉区南光台7-1-30 ホール

寺岡市民センター 378-4490 981-3204 泉区寺岡2-14-4
トレー

ニング室

卓球、バドミントン

施設にお問い合わせください。

卓球、バドミントン、バレー、ミニテニス

卓球、バドミントン

使用可能種目

ダンス等

施設にお問い合わせください。

卓球、バドミントン

施設にお問い合わせください。
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卓球

施設にお問い合わせください。

施設にお問い合わせください。

卓球、バドミントン、バレー等

卓球、バドミントン、バレー、バスケット

施設にお問い合わせください。

卓球、バドミントン、バレー、ミニバスケット

卓球、バドミントン、バスケット

卓球、バドミントン

卓球、バドミントン

卓球、バドミントン

ストレッチ、ダンス等

※主催事業等によりご利用いただけない日もあります｡

※個人使用日以外でも当日施設が空いているときには個人でご利用いただけます。

※個人使用の場合、施設は他の個人使用の方と共用になります。

※予約はできません。

※先に個人使用をしている方がいた場合、お待ちいただくことや、使用できないことがあり

ます。

※使用料は１回（２時間以内）につき、一般２４０円、小・中学生１２０円です。

※使用する用具はご持参ください。 詳細は各市民センターにお問い合わせください。


