3月の休館日

2019年3月

催し案内

ウェブサイト

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
3月28日（木）
仙台市民図書館（ 2・3・4f ）,
映像音響ライブラリー（ 2f)
3月4日（月）、11日（月）、18日（月）、
22日（金）、25日（月）、28日（木）

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。

www.smt.jp
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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2019年1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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎せんだいデザインリーグ2019
卒業設計日本一決定戦 公開審査
3/3（日）
15:00-20:00
〈入場〉
無料
（要事前申込）
〈問〉仙台建築都市学生会議

ヘルプマーク普及啓発セミナー
3/15（金）

14:00-16:00
〈入場〉
無料
（要事前申込、
空きがあれば当日でも
入場可）
〈問〉宮城県障害福祉課／企画推進班

022-211-2538
熊谷和徳＆TAP the FUTURE inSENDAI
期末公演
「TAP DANCE IS HAPPINESS」
3/16（土）̶3/17（日）
16日 19:0017日 15:00〈入場〉
前売:一般4000円・高校生以下2000円
（当日各500円増）
〈問〉
熊谷和徳TAP the FUTURE in Sendai
実行委員会／長谷野勇希 080-3194-1142

080-3192-7064

メディアテークdeちびぱーく
3/5（火）

10:30-15:00
〈入場〉
無料
〈問〉西公園プレーパークの会／佐々木

くるま育in仙台
3/21（木）

10:00〈入場〉
無料
（要事前申込）
〈問〉
ネッツトヨタ仙台株式会社／髙橋文徳

022-706-1026

090-7562-6154
◎星空と路 ーこれまでの記憶、
これからの記録ー
3/7（木）―3/11（月）

9:00-22:00
※3/13（水）―4/21
（日）7f ラウンジでも展示
〈入場〉
無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎星空と路 ガイダンス
わすれン！
「録音小屋」
を紹介します
3/10（日）

11:00-12:30
〈入場〉
無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

第162回 東北大学サイエンスカフェ
合成化学で機能を創る
3/22（金）

18:00-19:45
〈入場〉
無料
〈問〉東北大学 022-217-5132
夢は叶う
（金メダルまでの道のり〜つらい時こそ笑顔で〜）
3/23（土）

13:00-16:00
〈入場〉
2000円（要事前申込、空きがあれば当日で
も入場可）
〈問〉
株式会社 WELLNEST HOME 仙台／早田

080-6571-9225 090-5844-0456
ICTカンファレンス 2019
3/13（水）
14:00-16:30
〈入場〉
無料
（掲載のwebページより要事前申込）
〈問〉
一般社団法人宮城県情報サービス産業協会／
事務局 022-217-3023 misa@misa.or.jp

http://www.misa.or.jp/?page_id=/22

杜のホスピタル・あおば 生演奏による社交ダンス・
車イスダンス
3/24（日）

14:00-15:00
〈入場〉
無料
〈問〉医療法人社団初心会／大友亮平

022-718-8871
ふるさとの春まつり
星空のコンチェルティーノ お琴
3/14（木）

18:30〈入場〉
前売3500円 当日4000円
（要事前申込）
〈問〉一般社団法人ふるさとの物語制作委員会／
針生登志雄 022-285-3655

平成30年度宮城県NPO等の絆力を活かした震
これからの復興支援
災復興支援事業 8年後の今、
を考える地域会議〜絆力を活かした震災復興支
援事業報告会＆交流会〜
3/26（火）

〈入場〉
無料（要事前申込、
空きがあれば当日でも
入場可）
〈問〉
公益財団法人地域創造基金さなぶり／
雨田理恵 022-748-7283

JIA東北学生卒業設計コンクール2019
3/29（金）
11:00-16:00
〈入場〉
無料
〈問〉
公益社団法人日本建築家協会東北支部／
佐藤充 022-797-5417

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎せんだいデザインリーグ2019
卒業設計日本一決定戦 作品展示
3/3（日）̶3/10（日）
10:00-19:00（最終日は15:00 まで）

5f,6f
〈入場〉
無料
〈問〉
仙台建築都市学生会議

080-3192-7064

第10回フォト・バイオグラフィー
「道」(写真・詩)
3/15（金）̶3/20（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5fa
〈入場〉
無料
〈問〉
医療法人社団初心会杜のポスピタル・あおば／
鈴木健太 022-718-8871
第43回 仙台市市民センター利用
絵画サークル合同展
3/15（金）̶3/20（水）
10:00-18:00(最終日は15:00まで)

5fb
〈入場〉
無料
〈問〉
仙台市市民センター利用 絵画サークル／
近藤忠美 022-256-1281

2019 仙萩会書展
3/15（金）̶3/20（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5fc
〈入場〉
無料
〈問〉
仙萩会／濱田敏克

022-251-3215

第29回カフセ展 (絵画展)
3/22（金）̶3/27（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5fa2
〈入場〉
無料
〈問〉
菊地正則絵画教室／菅原みずえ

080-1836-9591

10:00-17:00
裏面につづきます

写真家グループ集団仙台写真展2019
3/22（金）̶3/27（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
5fb
〈入場〉無料
〈問〉
集団仙台／千葉春秀

〈入場〉
無料
〈問〉
東北学院大学映画部／国分

090-8781-8800
東北大学学友会映画部春季上映会

022-302-7071

喜寿記念 斎藤ミツ日本画展
3/22（金）̶3/27（水）
10:00-17:00(最終日は16:00まで)

3/22（金）
13:00-（開場12:30）
〈入場〉
無料
〈問〉
東北大学学友会映画部／蝶野侑希

080-6089-1509

5fc
〈入場〉無料
〈問〉
斎藤ミツ 022-228-1618
二つ展 2019 (美術部作品展)
3/22（金）̶3/27（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）
6fa
〈入場〉無料
〈問〉
宮城県仙台二華中学校・高等学校／
横沢俊 022-296-8101
第2回香瓔東北書展
3/22（金）̶3/27（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

6fb
〈入場〉無料
〈問〉
書道香瓔会／堀内道子

022-258-9688

第7回 アトリエ光彩舎教室合同展 （絵画）
3/29（金）̶4/3（水）
10:00-18:00(最終日は16:30まで)
5fa
〈入場〉無料
〈問〉
アトリエ光彩舎／柴田治

090-6224-4036

東北学生写真展
3/29（金）̶4/3（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5fc
〈入場〉無料
〈問〉
東北学生写真展／代表

090-7560-9453

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎星空と路 上映と対話
「飯舘村に帰る」
3/9（土）

10:30-12:15
〈入場〉無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎星空と路 上映と対話
「あなたと話したい」
3/9（土）

14:00-17:00
〈入場〉無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎星空と路 上映と対話
「相馬クロニクルダイアログ第4回」
3/10（日）

14:00-16:30
〈入場〉無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
東北学院大学映画部 弥生上映会
3/21（木）
10:00-（開場9:30）

第1回 mpi 宮城キラキラパートナー会 合同発表会
3/23（土）
14:00-（予定）
〈入場〉
無料
〈問〉
こども英語教室イングリッシュストーク／
有馬 022-399-7389
宮城ビデオアトリエ映像作品発表会

3/24（日）
13:30-（予定）
〈入場〉
無料
〈問〉
宮城ビデオアトリエ／及川健二

080-1840-5866
時代の過渡期を引き受ける人々へ〜平成の終わ
りに何をしますか？〜 哲学者：芳村思風・コミュ
ニケーショントレーニングネットワーク統括責任
者：岸英光 コラボ講演会
3/30（土）

15:00-19:00
〈入場〉
一般5000円、
学生3000円
（要事前申込）
〈問〉
佐藤和美 090-3127-9083

7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎川俣正 仙台インプログレス 2018 活動報告展
2/1日（金）̶3/17日（日）

9:00-22:00
7f
〈入場〉
無料、直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎星空と路 ーこれまでの記憶、
これからの記録ー
3/13（水）―4/21（日）

9:00-22:00
※3/7
（木）
―3/11（月）
1f オープンスクエアでも展示
7f ラウンジ
〈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06
「プロジェクト ３年目のメンテナンス」
〜アートの現場づくりを語る〜
3/13（水）

19:00-20:45
7f スタジオa
〈入場〉
無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎星空と路 上映と対話
てつがくカフェ第70回
「『二重のまちー交代地の
うたを編む』
の映像記録から継承を考える」
3/31（日）

13:00-17:30
7f スタジオa

図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おはなしパーク
3/16（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
3/27（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
その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎シネバトル トークサロン
3/27（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
その他（館外会場）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎しらべの細道vol.3 展覧会 進化する
「野帳」
考古学者 河内一浩の記録生活
2/22（金）̶4/29（月・祝）※金・土・日・祝のみ

13:00-20:00
〈会場〉
東北リサーチとアートセンター（TRAC）
仙台市青葉区大町2丁目3-22第五菊水ビル3階
〈入場〉
無料、直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎TALK Hideyuki Katsumata 古川貴司
公開制作&トーク
３/9
（土）
13:00―18:00
〈会場〉
analog
仙台市若林区六丁の目西町2-26
〈入場〉
2,000円（A4ポスター付）
（要事前申し込み）
定員30名
〈問〉analog /菊地 ※火・木（定休）

022-290-9655 / info@analogpress.net
◎しらべの細道vol.3 関連イベント
「野帳のおはなし+いっしょにスケッチ」
3/10（日）

10:00-12:00
〈会場〉
地底の森ミュージアム
仙台市太白区長町南4丁目3-1
〈入場〉要事前申込
（2/25 必着）、応募多数の場合
抽選。参加費：入館料
（一般 460 円、
高校生 230
円、
中学生 110 円／豊齢手帳等減免あり）
〈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

https://www.smt.jp

〈入場〉
無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
再生紙を使用しています この用紙はリサイクルできます

