
開館時間のご案内
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
せんだいメディアテーク
9:00-22:00
仙台市民図書館（2・3・4f）,
映像音響ライブラリー（2f）
10:00-20:00（火－金） 
10:00-18:00（土･日･祝）
そのほか、サービスにより時間が異なります。 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
館内で行われる催しのほか、メディアテークの
自主企画の催し（◎印）をご案内します。
掲載情報は2018年6月30日現在の情報です。
内容は変更となることもありますので、ご了承
ください。また、催しの詳細については
各問い合わせ先へお問い合わせください。

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

1f オープンスクエア 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎とぷらす・ウィーク
7/28（土）ー8/2（木）
10:30-19:00（最終日は17:00まで）
〈入場〉無料
〈問〉せんだいメディアテーク　022-713-4483

◎ワケあり雑がみ部　成果発表会
8/4（土）ー8/8（水） 
10:00-18:00
〈入場〉無料
〈問〉せんだいメディアテーク　022-713-4483

◎アートノード・ミーティング05
川俣正「みんなの橋」プロジェクト2018報告
8/5（日）
13:30-15:00
〈入場〉無料
〈問〉せんだいメディアテーク　022-713-4483

第4回Art to You!東北障がい者芸術公募展
8/10（金）―8/12（日）
10:00-19:00
〈入場〉無料
〈問〉公益社団法人東北障がい者芸術支援機構
若生公夫　022-266-8533　　

第21回加川広重巨大水彩展　
巨大画で描かれる東日本大震災５・気仙沼
8/16（木）―8/19（日）
10:00-19:00
〈入場〉無料
〈問〉加川広重　070-6659-4370　　

Ikenobo花の甲子園2018東北地区大会
8/20（月）
13:00-17:00
〈入場〉無料
〈問〉一般財団法人池坊華道会
学校華道課　075-231-4922　　

時の海－東北「タイム設定」ワークショップ
8/25（土）
13:00-16:00
〈入場〉無料（先着200名、事前申込優先）
〈問〉有限会社 宮島達男事務所
0297-21-7650　　

第3弾 スタート!18歳選挙プロジェクト
8/30（木）
17:00-19:00
〈入場〉無料
〈問〉自由民主党宮城県支部連合会
半澤聡　022-227-3326　　

第155回東北大学サイエンスカフェ 
見えるもの、見えないもの 
～脳と視覚の不思議な関係～
8/31（金）
18:00-19:45
〈入場〉無料
〈問〉東北大学　022-217-5132　　

5f 6f ギャラリー
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
第46回宮城二紀展（絵画・彫刻）
7/27（金）―8/1（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
5fb
〈入場〉無料
〈問〉一般社団法人二紀会宮城支部
髙橋勉　022-362-3497　　　

第41回仙台の四季を描く絵画展
7/27（金）―8/1（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5fc
〈入場〉無料
〈問〉仙台の四季を描く絵の会
渋谷興宏　022-278-1268

玄穹社門流展 併催 第10回記念玄穹社
学生展（書道）
8/3（金）―8/8（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）
5f
〈入場〉無料
〈問〉玄穹社／千葉蒼玄　090-5185-0880　　

特別企画 高橋和彦展（絵画・立体）
8/10（金）―8/12（日）
10:00-19:00
5fa
〈入場〉無料
〈問〉公益社団法人東北障がい者芸術支援機構
若生公夫　022-266-8533　

東北楽写vol.2（写真）
8/10（金）―8/15（水）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）
5fb
〈入場〉無料
〈問〉東北楽写
林　080-1659-5282　　

第三世代が考えるヒロシマ「」継ぐ展 
AT仙台（参加型企画展）
8/10（金）―8/15（水）
10:00-19:00 （最終日は17:00まで）
5fc
〈入場〉無料
〈問〉ヒロシマ「」継ぐ展実行委員会
久保田涼子　080-1916-8638　　

福田絹子写真展
8/17（金）―8/22（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
5fa
〈入場〉無料
〈問〉福田絹子　090-3724-0178　　

ポンデザール－30（絵画・立体・写真・書道等）
8/17（金）―8/22（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5fb
〈入場〉無料
〈問〉ポンデザール／芳賀広至　0223-34-7503
　　
第4回芸術家220人展
（園児の作品の展示　絵画立体作品）
8/18（土）―8/22（水）
10:00-19:00（最終日は13:00まで）
6f
〈入場〉無料
〈問〉学校法人福島わかば幼稚園
草野志門　024-557-0331　

生誕110年記念加藤翠柳書展併催
宮城野書人会展・学生書道展
8/25（土）―8/29（水）
10:00-18:00（最終日は14:00まで）
5fa,5fb1
〈入場〉無料
〈問〉宮城野書人会
飯沼恵美子　022-295-6365　　

山田明於絵画教室第19回合同展（絵画）
8/25（土）―8/29（水）
10:00-18:00（最終日は15:30まで）
5fb2
〈入場〉無料
〈問〉山田明於絵画教室
山田明於　022-245-3712　　

第26回宮城独立美術展（絵画）
8/25（土）―8/29（水）
10:00-19:00（最終日は15:00まで）
5fc
〈入場〉無料
〈問〉宮城独立美術の会
星健悦　0220-28-2530　　

第32回日洋展仙台会場・
2018日洋会東北支部展（絵画）
8/25（土）―8/29（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
6f
〈入場〉500円
〈問〉日洋会東北支部
吉田利弘　090-4041-0531　　

武蔵野美術大学校友会 
宮城支部展（絵画・工芸）
8/31（金）―9/5（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5fa
〈入場〉無料
〈問〉武蔵野美術大学校友会宮城支部
堤内一美　022-707-5825

第19回鳴展（東北大学美術部OB展+
現役美術部員）（絵画・造形）
8/31（金）―9/5（水）
10:00-18:00(最終日は15:00まで)
5fb2
〈入場〉無料
〈問〉鳴展／川村武　022-378-0525　　

第37回仙台日曜画会展（絵画）
8/31（金）―9/5（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）
5fc
〈入場〉無料
〈問〉仙台日曜画会／鈴木秀子　022-257-7606
　　　　
「第11回杜の詩展示会」（押し花額と立体花）
8/31（金）―9/4（火）
10:00-18:00
6fa
〈入場〉無料
〈問〉宮城県押花倶楽部
柿本潤子　022-722-6627　　

第31回日本の自然を描く展 仙台展（絵画）
8/31（金）―9/5（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
6fb
〈入場〉無料
〈問〉公益財団法人日本美術協会上野の森美術館
吉沼整　03-3833-4191

7f スタジオシアター
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
仙台っ子健康セミナー
8/3（金）
10:00-11:50
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉仙台市教育局総務企画部健康教育課
赤間早苗　022-214-8881　
　

平成30年度政宗歴史塾
8/3（金）
13:30-16:30（予定）
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉公益財団法人瑞鳳殿　
022-262-6250　　

仙台っ子健康セミナー
8/6（月）
①10:00-11:50　
②14:00-15:15
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉仙台市教育局総務企画部健康教育課
赤間早苗　022-214-8881　　

ドキュメンタリー映画「みつばちと地球とわたし」
仙台初上映会
8/8（水）
①10:00-11:30　
②14:00-15:30
〈入場〉前売・当日1500円（当日券は席に空きが
あれば販売予定）
〈問〉技術交流サロン
桂利治　080-3335-6420　　

映画『原爆症認定集団訴訟記録おりづる』上映会
8/18（土）
①13:40-15:00　
②15:20-16:40
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉宮城県保険医協会
加藤　022-265-1667　　

夏のわくわく映画館
8/19（日）
10:30-11:30
〈入場〉無料
〈問〉仙台市教育委員会生涯学習課
022-214-8887　　

街中（まちなか）でつくるエネルギー 
原自連会長・元城南信金相談役 吉原毅さんの
お話を聞く会
8/26（日）
14:00-18:00
（14:00- DVD上映、15:00- 講演、
16:30- 意見交換）
〈入場〉無料
〈問〉佐藤　022-376-0905

7f スタジオ 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎「知る 続く 在来作物プロジェクト」展
7/1（日）―8/26（日） 
9:00-22:00（最終日は17:00まで）
※7/26（木）、8/23（木）は全館休館のためお休み
7f　ラウンジ
〈入場〉無料
〈問〉せんだいメディアテーク　022-713-4483

図書館行事　
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
Library After-Hours  Part4
仙台市民図書館  トークイベント　
食べて、話して、住んでみて。（ベトナム料理教室
講師　オオタナナエ氏によるトークイベント）
8/4（土）
18:45-20：00
3f 市民図書館
〈入場〉無料
〈問〉仙台市民図書館　022-261-1585

おはなしパーク
8/18（土）　
15:00-15:30
2f 会議室
〈入場〉無料
〈問〉仙台市民図書館　022-261-1585

おはなしぴよぴよ
8/22（水）
①10:10-10:40　
②10:50-11:10　
③11:20-11:40
2f 会議室
〈入場〉無料
〈問〉仙台市民図書館　022-261-1585

その他
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎シネバトル わたしのイチ押し映画（シネ）は
コレよ！　Vol.22
8/29（水） 
18:30-19:30
2f　映像音響ライブラリー特設会場
〈入場〉無料
〈問〉せんだいメディアテーク　022-713-4483

その他（館外会場）
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎千年のしらべ　瑞巌寺・埋木書院一日鑑賞会
8/26（日） 
11:50-16:00
【第一部】埋木書院見学会
①11:50-12:10   ②12:10-12:30
③12:30-12:50   ④12:50-13:10
⑤13:10-13:30
【第二部】トークと演奏　
14:00-16:00
〈会場〉瑞巌寺（宮城県宮城郡松島町松島字
町内91）
〈入場〉参加費（拝観料）：一般700円、小・中学生
400円
参加条件：第一部・第二部ともに参加できる方
（基本的に第一部の時間は割り当て）
要事前申込（7/27必着、定員80名、応募多数の
場合は抽選）  ※詳しくはお問い合わせください
〈問〉せんだいメディアテーク　022-713-4483　

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
発行
せんだいメディアテーク
〒980-0821 仙台市青葉区春日町2-1
代表電話  022-713-3171
www.smt.jp

8月の休館日
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
せんだいメディアテーク（全館）
8月23日（木）
仙台市民図書館（2・3・4f）,
映像音響ライブラリー（2f)
8月6日（月）、13日（月）、20日（月）、
23日（木）、27日（月）

2018年8月
催し案内

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓


