
令和4年11月1日現在

2022年4月～2023年3月 【お問い合わせ】　仙台市民図書館　　電話 022（261）1585

曜日 駐車場所 駐車時間 巡回日　（月／日） 曜日 駐車場所 駐車時間 巡回日　（月／日）

台原 みやぎ生協台原店   9：50～10：30 　　４／５　　　４／１９　　５／１７ 中山台 中山台一丁目公園（イベント公園）10：00～10：30 　　４／１２　　４／２６　　５／１０

桜ケ丘一丁目 県営桜ケ丘住宅集会所西側 10：50～11：20 　　５／３１　　６／１４　　６／２８ 南吉成二丁目 南吉成二丁目公園 10：45～11：15 　　５／２４　　６／７　　　６／２１

川前 高野原三丁目公園 14：00～14：30 　　７／１２　　７／２６　　８／１６ 水の森 水の森市民センター 14：00～14：30 　　７／５　　　８／２　　　８／２３

赤坂 新赤坂集会所 14：40～15：10 　　８／３０　　９／１３　　９／２７ 北根 なのはなホーム 14：40～15：10 　　９／６　　１０／４　　１０／１８

落合 フレッシュフードモリヤ落合店 10：00～10：30 　１０／２５　１１／８　　１１／２２ 虹の丘 みやぎ生協虹の丘店   9：50～10：30 　１１／１　　１１／１５　１１／２９

折立 県営折立住宅５号棟前 10：45～11：15 　１２／６　　１２／２０　　１／２４ 八乙女 八乙女集会所 10：50～11：20 　１２／１３　　１／１７　　１／３１

★ 中山吉成 中山吉成二丁目公園（東公園） 14：00～14：30 　　２／７　　　２／２１　　３／７ ★ 八木山南 八木山南公園 14：00～14：40 　　２／１４　　２／２８　　３／１４

★ 南吉成五丁目 南吉成五丁目公園 14：45～15：15 ★ 八木山東 松山公園 14：50～15：20 　　３／２８

沖野三丁目 沖野コミュニティ・センター 10：00～10：30 　　４／２０　　５／１８　　６／１ 岩切分台 みやぎ生協岩切店   9：50～10：20 　　４／１３　　４／２７　　５／１１

今泉 六郷市民センター 10：40～11：10 　　６／１５　　６／２９　　７／１３ 秋保町長袋 秋保小学校 13：00～13：30 　　５／２５　　６／８　　　６／２２

歩坂町 仙台白百合会カリタスの丘 14：00～14：30 　　７／２７　　８／１７　　８／３１ 秋保町馬場 馬場小学校 13：40～14：10 　　７／６　　　７／２０　　８／３

南光台東 南光台東児童センター 14：50～15：20 　　９／１４　　９／２８　１０／１２ 秋保町湯元 湯元小学校 14：40～15：10 　　８／２４　　９／７　　　９／２１

大石ケ原 養護老人ホーム吉成苑 10：00～10：30 　１０／２６　１１／９　　１２／７ 大沢 大沢小学校体育館前 10：10～10：40 　１０／５　　１０／１９　１１／２

川平 川平市営住宅集会所 10：50～11：20 　１２／２１　　１／１１　　１／２５ みやぎ台 みやぎ台集会所 10：50～11：20 　１１／１６　１１／３０　１２／１４

柳生 柳生四丁目公園 14：10～14：40 　　２／８　　　２／２２　　３／８ ★ 福住町 福住町公園 14：00～14：30 　　１／１８　　２／１　　　２／１５

西中田 西中田公園 14：50～15：20 　　３／２２ 田子 ヤマザワ田子店 14：40～15：10 　　３／１　　　３／１５　　３／２９

ひより台 ひより台公園 10：00～10：30 　　４／７　　　４／２１　　５／１９ 実沢 実沢コミュニティ・センター 10：00～10：30 　　４／１４　　４／２８　　５／１２

太白団地 太白市営住宅集会所 10：40～11：10 　　６／２　　　６／１６　　６／３０ 北中山 北中山コミュニティ・センター 10：45～11：15 　　５／２６　　６／９　　　７／７

向陽台 仙台農協向陽台支店 14：00～14：30 　　７／１４　　８／１８　　９／１ 高砂 福室公園 14：00～14：40 　　７／２１　　８／４　　　８／２５

山の寺 山の寺集会所 14：40～15：10 　　９／１５　　９／２９　１０／１３ ★ 福田町 福田町四丁目公園 15：00～15：30 　　９／８　　　９／２２　１０／２０

福岡 福岡小学校 10：15～10：45 　１０／２７　１１／１０　１１／２４ 桜ケ丘八丁目 桜ケ丘公園 10：00～10：30 　１１／１７　１２／１　　１２／１５

住吉台 ヤマザワ住吉台店 10：55～11：25 　１２／８　　１２／２２　　１／１２ 双葉ケ丘 双葉ケ丘西公園 10：50～11：20 　　１／５　　　１／１９　　２／２

鶴が丘三丁目 鶴が丘児童センター隣 14：00～14：30 　　１／２６　　２／９　　　３／９ 大倉新田 特別養護老人ホーム思行園 14：10～14：40 　　２／１６　　３／２　　　３／１６

鶴が丘一丁目 鶴が丘一丁目公園 14：40～15：10 　　３／２３ 白沢 上愛子小学校 14：50～15：20 　　３／３０

荒井東 荒井東市営住宅 10：00～10：30 　　４／８　　　４／２２　　５／２０ 白鳥 蒲生蓬田前公園隣 10：00～10：30 　　４／１５　　５／１３　　５／２７

六丁の目 フレスポ六丁の目南町 10：40～11：10 　　６／３　　　６／１７　　７／１ 岡田 岡田会館　　　　 10：40～11：10 　　６／１０　　６／２４　　７／８

人来田 ポッケの森 14：00～14：30 　　７／１５　　７／２９　　８／１９ 西の平 西の平集会所前広場 14：00～14：30 　　７／２２　　８／５　　　８／２６

★ 羽黒台 望洋台公園 14：40～15：10 　　９／２　　　９／１６　　９／３０ 緑ケ丘 あつみや駐車場(緑ケ丘三丁目バス停前) 14：45～15：15 　　９／９　　１０／７　　１０／２１

西多賀 みやぎ生協西多賀店   9：45～10：15 　１０／１４　１０／２８　１１／１１ 泉ケ丘 泉ケ丘コミュニティ・センター 10：00～10：30 　１１／１８　１２／２　　１２／１６

西中田二丁目 介護老人保健施設ソアーズ 10：35～11：05 　１１／２５　１２／９　　１２／２３ 桂 桂市民センター 10：40～11：10 　　１／６　　　１／２０　　２／３

館 館コミュニティ・センター 14：25～14：55 　　１／１３　　１／２７　　２／１０ 四郎丸 東中田市民センター 14：00～14：30 　　２／１７　　３／３　　　３／１７

南中山 南中山児童センター 15：10～15：40 　　２／２４　　３／１０　　３／２４ 袋原 ウジエスーパー袋原店 14：40～15：20

中山 中山市民センター 10：00～10：40 　　４／９　　　４／２３　　５／７ ★ 港背後地 なかの一丁目公園   9：50～10：20 　　４／１６　　４／３０　　５／１４

貝ケ森 貝ケ森市民センター 10：50～11：20 　　５／２１　　６／４　　　６／１８ 新田東 新田東中央公園　 10：40～11：10 　　５／２８　　６／１１　　６／２５

郷六 広瀬の杜花の広場 14：00～14：30 　　７／２　　　７／１６　　７／３０ 西勝山 西勝山公園 14：00～14：30 　　７／９　　　７／２３　　８／６

　　８／２０　　９／３　　　９／１７ 　　８／２７　　９／２４　１０／８

鶴ケ谷 みやぎ生協鶴ケ谷店 10：00～10：30 　１０／１　　１０／１５　１０／２９ 伊勢吉成 吉成証明発行センター 10：00～10：30 　１０／２２　１１／５　　１１／１９

★ 岩切 岩切三丁目公園 10：45～11：15 　１１／１２　１１／２６　１２／１０ 国見ケ丘 国見ケ丘三丁目集会所 10：45～11：15 　１２／３　　１２／１７　　１／７

茂庭台 茂庭台市民センター 14：00～14：40 　１２／２４　　１／１４　　１／２８ 岩切稲荷 ケアハウスインいわきり 14：00～14：30 　　１／２１　　２／４　　　２／１８

　　２／２５　　３／１１　　３／２５ 　　３／４　　　３／１８

※公園や広場・その他特別な所を除き，駐車場所は施設等の駐車場です。 ≪注意≫★印の駐車場は，状況により中止する場合があります。

※駐車場所を地図上で確認できます。右記の二次元バーコードまたはURLよりHPをご利用ください。 　　　　その他の駐車場も，現地の天候状況等により中止する場合があります。

令和４年度　移動図書館巡回日程表
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