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●インターネット…ネットで検索。 

社名「コーナー名」 住所 連絡先 内容（〆切、掲載日） 

みやぎ NPO 情報ネット 
ＮＰＯ検索･事業案内、イベ
ント･講座、ボランティア、
会員、有給スタッフ募集、助
成金情報 

〒983-0851  

仙台市宮城野区榴ヶ岡 5 

みやぎ NPO プラザ 

📞 📠 022-256-0511 
📩 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・市民活動団体から発信するもの

で、一般に開かれた内容のものを掲載しま

す。個人的なものは掲載しません。 

※掲載の可否について、みやぎ情報ネットか

らの連絡はしません。 

※情報管理の都合により、掲載希望日に掲載

できない場合があります。ご了承ください。 

（公財）仙台観光国際協会 
「イベント情報」 

〒980-0804 

仙台市青葉区大町 2-2-10 

仙台青葉ウィングビル 

A 棟 11 階 

📞022-268-6251 
📠022-268-6252 

📩 info@sentia-sendai.jp 
http://www.sentia-sendai.jp 

国際交流・国際協力・多文化共生に関する行

事を掲載。行事主催者により随時投稿可能。

（公開はホームページの管理者の承認後） 

河北仙販 
「きてけさ in 仙台」 

〒980-8529 

仙台市青葉区一番町 

1-16-5 

📞022-227-7121 
http://kitekesain.com 

仙台圏で行われるイベント情報をみんなで

共有するサイト。コンサート、ライブ、演劇、

展示会、講演会、商のキャンペーン、町内会

の祭りなどの季節行事など多岐にわたりま

す。 

ユーザーが自由に投稿できます。 

宮城観光連盟 
「宮城まるごと＊探訪」 

〒980-8570 

仙台市青葉区本町 3-8-1 

宮城県観光課内 

📞022-221-1864 
📠022-211-2829 

📩 info@miyagi-kankou.or.jp 

http://www.miyagi-kankou 

.or.jp 

宮城県の魅力がギッシリの宮城県観光情報

サイト。テーマや季節ごとにも検索できる。 

ひとり新聞社プロジェクト 
「宮城の新聞」 

〒980-0023 

仙台市青葉区北目町 4-7 

HSG ビル７F 

📞 📠 022-721-2035 
http://shinbun.fan-miyagi.jp 

HP 上で取材情報を受付ける公開型の記者ク

ラブ。申込みファームから書き込むと、ほぼ

確実に HP 上で掲載される。 

●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ましたか？ 
社名「コーナー名」 住所 連絡先 内容（〆切、掲載日） 

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 

📞 022-223-3116 
📠 022-223-3119 

📩 sendai@asahi.com 

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。（〆切は１ヶ月前） 

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 

📠 022-211-1159 

行事名、内容、日時、会場、参加料、主催者、

連絡先の電話番号を明記し、郵送またはファ

ックス。掲載無料。希望に応じられない場合

もあり。 

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 7F 

📞 022-223-2900 
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。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 

📞022- 222-5972 
毎週火・土曜日掲載。〆切は 2 週間前まで。 

※問い合わせ先ＴＥＬ番号必須。 

掲載の連絡はしません。 

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 

📞 022-222-4121 
📠 022-222-8386 

📩 tohoku@yomiuri.com 

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、余裕を持って送

ってください。掲載の連絡はしません。 

市 民 活 動  

お役立ち情報 

３ 

イベントや団体の成果を発信する手段

のひとつにメディアの活用があります。 

（2016年 1月更新） 

※事前に先方へお問合せください。 

http://www.miyagi-kankou/
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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 連絡先 内容（〆切、掲載日） 

多賀城市役所 
広報 多賀城 
「交流ひろば」 

〒985-8531 
多賀城市中央 2 丁目 1-1 

📠 022-368-2369 
掲載希望の前月 5 日まで広報係まで。市民によ

る市内での活動を優先して掲載。次月に繰り越

す場合があります。 

リビング仙台 
「インフォメーション」 

〒980-8585 
仙台市青葉区 
大町 1-1-30  
新仙台ビルディング 4 階 

📞 022-265-2511 
📠 022-265-1610 

女性のための生活情報。毎週木・金曜配布。〆

切は開催日の 3 週間前まで。※イベント名日時、

会場、料金、問合せ先を明記。ご希望に添えな

い場合もありますので、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 

📞022-266-0912 
📠022-266-0913 

📩 s-style@pressart.co.jp 

毎月 25 日発行。〆切は発行前月末日まで。イベ

ント名・内容・場所・料金・日時・問合せを明

記。紙面の都合上、掲載できない場合も有り。 

●ラジオ・テレビ…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 連絡先 内容（〆切、掲載日） 

宮城ケーブルテレビ(株) 
マリネット 

〒985-0021 
塩竈市尾島町 27-23 

📞022-367-7711 
📠022-366-8881 

塩釜全域と多賀城、七ヶ浜の一部を放送地

域とするケーブルテレビ。地域の情報を発

信する番組もある。 

エフエムベイエリア㈱ 
「ベイウェーブ 78.1」 

〒985-0002 
塩竈市海岸通 15-20 
セレーノ本塩釜駅前 1F 

📞022-363-3781 
📠022-363-5781 

📩 781fm@bay-wave.co.jp 

塩釜のコミュニティ FM。塩釜を中心に多

賀城、七ヶ浜、利府、松島といった周辺地

域の情報を発信。 

エフエム仙台 
Date ｆｍ 

〒980-8420 
仙台市青葉区本町 
2-10-28 

📞022-711-9555 
📩 datefm@datefm.co.jp 

宮城県を放送地域とするラジオ放送。番組

にメッセージは、メッセージフォームか、

E メール、FAX、ハガキ・封書にて番組宛

てに送付。 

NHK 仙台放送局 
〒980-8435 
仙台市青葉区本町
2-20-1 

📞022-211-1001 
NHK で放送するテレビやラジオの各番組

でもイベント情報などを募集している。 

TBC 東北放送 
〒982-0831 
仙台市太白区 
八木山香澄町 26-1 

📞022-229-1111 
TBC で放送するテレビやラジオの各番組

でもイベント情報などを募集している。 

mailto:datefm@datefm.co.jp

