
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8月31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 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
第7回 震災復興定禅寺シャンソンフェスティバル
10/6（土）
13:00-16:00（予定）
〈入場〉無料
〈問〉定禅寺シャンソンフェスティバル実行委員会
／永渕くに子　022-264-7588　　

ワトト-コンサートツアー
10/7（日）
①11:00- ②16:00- （開場は各回15分前）
〈入場〉無料
〈問〉Lifehouse Sendai／高橋 080-3337-6264

柳田理科雄氏講演会
「科学する心は、空想する心から」
10/8（月・祝）
13:30-15:00開場13:00
〈入場〉無料（要事前申込9/8（土）必着）、中学生～
一般、定員250名 応募者多数の場合中高生優先
〈問〉仙台市民図書館　022-261-1585

一日行政困りごと相談所
10/10（水）
10:00-15:00
〈入場〉無料（弁護士会及び司法書士会への相談
希望の方は要事前申込）
〈問〉総務省東北管区行政評価局／行政相談課　
022-262-7839

福島県浜通りの歴史と文化の継承
-『大学誌ふるさと請戸』という方法-
10/13（土）
13:30-17:00（開場13:00）
〈入場〉無料
〈問〉国文学研究資料館／西村慎太郎　
090-3699-6582

第22回JIA東北建築学生賞公開審査会
10/19（金）
12:30-18:00（作品公開11:30-18:00）
〈入場〉無料
〈問〉（公社）日本建築家協会東北支部／相田香　
022-225-1120

輸入商品展示会
10/23（火）―10/24（水）
23日 14:00-19:00
24日 10:00-18:00
〈入場〉無料
〈問〉ヒビノ株式会社／高橋正　022-796-1535

第157回 東北大学サイエンスカフェ
がんは、何から出来てるの？
10/26（金）
18:00-19:45
〈入場〉無料
〈問〉東北大学　022-217-5132

薬と健康のつどい2018
10/27（土）
10:30-16:30
〈入場〉無料
〈問〉一般社団法人宮城県薬剤師会／本郷仁一　
022-391-1180

FSC認定材を活用した家具のある
暮らしのデザインコンペ
10/28（日）
10:30-16:00
〈入場〉無料
〈問〉登米町森林組合／會津浩幸
0220-52-2063

尚絅学院大学 学群・学類設置記念講演会
時代を生き抜く力を考える
「大学生と考えるSDGs-わたしたちのアクション
プランづくり-」
10/31（水）
展示13:00-20:30
講演会18:30-20:30（開場18:00）
〈入場〉無料
〈問〉尚絅学院大学／吉田祐也　022-381-3332

5f 6f ギャラリー
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　
第55回宮城県芸術祭絵画展
9/28（金）―10/3（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
6f,5f
〈入場〉一般500円、65歳以上・学生250円
〈問〉公益社団法人宮城県芸術協会　
022-261-7055

第55回宮城県芸術祭華道展
10/5（金）―10/10（水）
10:00-18:00（7日、最終日は17:00まで）
5fa
〈入場〉一般500円、65歳以上・学生250円
〈問〉公益社団法人宮城県芸術協会　
022-261-7055

第55回宮城県芸術祭書道展
10/5（金）―10/10（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
6f,5fb,5fc
〈入場〉一般500円、65歳以上・学生250円
〈問〉公益社団法人宮城県芸術協会　
022-261-7055

2018 翠柳書院展（書道）
10/12（金）―10/17（水）
10:00-18:00(最終日は16:00まで)
5fa
〈入場〉無料
〈問〉翠柳書院勉強会／加藤槇子　
022-254-3268　　

第26回人物画研究会作品展（絵画）
10/12（金）―10/17（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）
5fc
〈入場〉無料
〈問〉人物画研究会／渡辺敏明　022-279-0173

第77回創元展 北海道・東北巡回展（絵画）
10/12（金）―10/17（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
6f
〈入場〉無料
〈問〉（一社）創元会宮城支部／佐治紅実　
022-291-8875　　　

東北書道秀抜展
10/19（金）―10/23（火）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5fa,5fb
〈入場〉無料
〈問〉東北書道会／村山柳雅　022-224-1043　

古賀国夫第13回絵画展「杜の都の東京タワー」
10/19（金）―10/23（火）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）
5fc2
〈入場〉無料
〈問〉古賀国夫　090-2243-5976

第33回東北建築フォーラム「第12回 東北の建築
を描く展」
10/19（金）―10/23（火）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）
6fb
〈入場〉無料
〈問〉東北工業大学工学部建築学科／小関公明　
022-305-3635

いけばな本原遠州流2018秋・華・彩
10/20（土）―10/22（月）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
6fa
〈入場〉500円（中学生以下は無料）
〈問〉本原遠州流／朴澤一草　022-248-6691　

菅原繁水彩画展
10/27（土）―10/31（水）
10:00-18:00(最終日は17:00まで)
5fb2
〈入場〉無料
〈問〉菅原繁　090-9631-6641　　　

ステンドグラス工房べるふぁむ生徒作品展
10/27（土）―10/31（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）
5fc
〈入場〉無料
〈問〉（有）ステンドグラス工房べるふぁむ／
五十嵐沙予　022-374-1158　

7f スタジオシアター
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
宮城県芸術協会 書道部研修会「金石について」
10/7（日）
14:00-
〈入場〉無料
〈問〉公益社団法人宮城県芸術協会　
022-261-7055

絵本を楽しむ講演会by宮西達也
10/13（土）
14:30-16:45
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉絵本図書館ネットワーク事務局　
050-3557-9601　　

医療講演会・相談会
10/14（日）
13:30-16:00
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉後縦靱帯骨化症友の会／菅原富士子　
022-234-9178　　

一般開放講演会
10/17（水）
13:30-16:30
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉一般社団法人宮城県不動産鑑定士協会／
横山郁子　022-265-7641　　

ボイカルリーディングプロジェクトvol.1 下屋則
子×大河原準介
10/20（土）
①14:00-、②18:00-（開場は各回30分前）
〈入場〉2,000円（空きがあれば当日券2,000円）
〈問〉ボイカル実行委員会／ voicalsendai＠
gmail.com（チケット予約：070-1070-1191）　

日本映画戦後黄金時代・脚本家橋本忍の全体像
（上映会）
10/26（金）―10/27（土）
11:00-21:00（上映内容の詳細は主催者へお問
合せください）
〈入場〉前売：1日フリーパス1800円（当日券なし）
〈問〉せんだい映画村／大石洋三
070-5323-1939

2018年度 日越スピーチコンテストおよび
写真コンテスト
10/28（日）
19:00-21:00（開場18:30）
〈入場〉無料
〈問〉在仙台ベトナム学生青年協会　
vysa.sendai.vip@gmail.com　

7f スタジオ 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎3がつ11にちをわすれないためにセンター
「アーカイヴィークル大解剖」
9/8（土）ー10/28（日） 
9:00-22:00
※9/27（木）、10/25（木）は休館日のためお休み
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　
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
秋休み特別おはなし会
10/10（水）
15:00ｰ15:45
2f 会議室
〈入場〉無料
〈問〉仙台市民図書館　022-261-1585

おはなしパーク
10/20（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
10/24（水）
①10:10-10:40（2-3歳児向け,先着20組）　
②10:50-11:10（4ヶ月-1歳児向け,先着15組）
③11:20-11:40（4ヶ月-1歳児向け,先着15組）　
2f 会議室
〈入場〉無料
〈問〉仙台市民図書館　022-261-1585

法テラス宮城・仙台市民図書館連携講座
「老後を穏やかに過ごすために
～消費者トラブルに遭わない知恵と工夫～」
（講師：弁護士 千葉達朗氏 法テラス宮城副所長）
10/26（金）
14:00ｰ16:00
7f 会議室ab
〈入場〉無料（要事前申込、10/11（木）10:00より
電話または直接図書館まで） 定員先着40名
〈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.23
10/31（水） 
18:30-19:30
2f　映像音響ライブラリー特設会場
〈入場〉無料、オーディエンス定員30名
〈問〉せんだいメディアテーク　022-713-4483

10月の休館日
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
せんだいメディアテーク（全館）
10月25日（木）
仙台市民図書館（2・3・4f）,
映像音響ライブラリー（2f)
10月1日（月）、9日（火）、15日（月）、
22日（月）、25日（木）、29日（月）

2018年10月
催し案内 ウェブサイト

www.smt.jp

その他（館外会場）
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎TALK Sounds of Diversity
ー生きものと音楽を創るー
10/13（土） 
16:00-18:50（途中休憩あり）開場15:40
〈会場〉イベント倉庫　ハトの家　仙台市若林区
卸町2丁目15-6
〈入場〉入場無料、定員60名 、 要事前申込
〈問〉ギャラリー　ターンアラウンド　
022-398-6413　info@turn-around.jp

◎TALK　これからの大人の部活動
～社会につながる文化的サードプレイス～
10/22（月） 
13:30-15:00
〈会場〉SENDAI KOFFEE CO.　仙台市青葉区春
日町４－２５　パストラルハイム春日町１Ｆ
〈入場〉1,000円（1ドリンク付）、定員40名、要事前
申込（先着順）
〈問〉千田　080-1262-4706
jaga3tyu0721@gmail.com

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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
　ウェブサイト

　www.smt.jp


