2020年1月
催し案内

ウェブサイト

1月の休館日
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
12月29日（日）―1月3日（金）
1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)
12月28日（土）―1月4日（土）、
1月6日（月）、14日（火）、
1月20日（月）―2月27日（木）工事に伴う臨時休館

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 ）
9:30-20:00（火−金）
9:30-18:00（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11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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第九回 城下町せんだい日本伝統文化フェア
1/11（土）

11:00-16:00

◎伊東豊雄 講演会
※手話通訳・要約筆記あり
1/26（日）

14:00-16:00
〈入場〉
無料、
申込不要、
直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

arflex 2020 in Sendai
1/31（金）―2/1（土）
31日 10:00-18:00
1日 10:00-16:00
〈入場〉
無料
〈問〉株式会社アルフレックスジャパン／高田

03-5447-0322

〈入場〉
無料
〈問〉仙台市教育委員会 文化財課／沼田

022-214-8892

5f 6f ギャラリー

地球のために、
宮城から みやぎ環境フェスタ
1/12（日）

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎青野文昭 ものの, ねむり, 越路山, こえ
11/2（土）―1/12（日）
※11/28（木）、
12/29（日）―1/3（金）は休館日

11:00-16:00
〈入場〉
無料
〈問〉公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネット
ワーク／吉田 022-301-9145
メディアテーク de ちびぱーく
1/14（火）

11:00-20:00
6f
〈入場〉
一般500円、
高校生以下無料（豊齢カード
をお持ちの方、障害者手帳をお持ちの方とその付
き添いの方1名まで半額）
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

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

090-7562-6154

第45回仙台市小・中学校図画工作・美術合同展
1/17（金）―1/21（火）
10:00-19:00(最終日は15:00まで)

腎臓移植45年 加納鳴鳳書展
1/25（土）―1/29（水）
10:00-18:00(最終日は17:00まで)

6fb
〈入場〉
無料
〈問〉
宮城書芸院／加納 0229-72-0418
第50回「私たちの作品展」
1/31（金）―2/5（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

6fa
〈入場〉
無料
〈問〉
障害児（者）
を守る日実行委員会／小野寺

022-265-5540
「第23回 ピュア・ハーツ アート展」
1/31（金）―2/5（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

6fb
〈入場〉
無料
〈問〉
仙台市知的障害者芸術文化協会／千田

022-394-5206

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ドキュメンタリー映画
「福島は語る」
上映会
1/11（土）
③16:40①10:00-、②13:20-、
〈入場〉
1300円
〈問〉
女性ネットみやぎ／須藤 022-378-7229

6fa
仙台市地域活動団体交流会
1/18（土）

13:00-17:15
〈入場〉
無料
（要事前申込）
〈問〉仙台市業務委託先：ハリウコミュニケーション
ズ
（株）022-288-5011
仙台市市民センター 市民参画型事業
【子ども・若者・住民】成果報告会
1/19（日）

13:00-16:50
〈入場〉
無料
〈問〉教育局 生涯学習支援センター／平井

022-292-4875
東北文化学園専門学校卒業制作展
1/20（月）―1/22（水）
20日 12:00-18:00
21日 9:00-18:00
22日 9:00-15:00
〈入場〉
無料
〈問〉東北文化学園専門学校／インテリア科 長澤

〈入場〉
無料
〈問〉仙台市教育局学校教育部教育指導課／松田

022-214-8875
第41回(令和元年度)JA共済宮城県小・中学生
書道・交通安全ポスターコンクール作品展示会
1/18（土）―1/19（日）
10:00-17:00（最終日は15:00まで）

6fb
〈入場〉
無料
〈問〉全国共済農業協同組合連合会 宮城県本部
／野村 022-264-8517

日本笑い学会東北支部
「笑学校84」
1/19（日）

13:00-15:00
〈入場〉
500円
〈問〉
日本笑い学会東北支部／坂本

022-386-3517
第9回全国組込み産業フォーラム
1/24（金）
14:40-16:45
〈入場〉
無料（要事前申込）
〈問〉
組込みシステム産業振興機構／新谷

072-751-9951
東北書道新春選抜展
1/25（土）―1/29（水）
10:00-18:00(最終日は16:00まで)

6fa
〈入場〉
無料
〈問〉
（株）東北書道会／村山 022-224-1043

食品の安全性に関する講演会

1/27（月）
13:30-16:00（開場13:00）
〈入場〉
無料（要事前申込）
〈問〉
公益社団法人仙台市食品衛生協会

022-268-3742

022-233-8163
裏面につづきます

7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
が結ぶ
◎黒川郡大和町升沢のくらし〈なりわい〉
山・村・人 ̶移転集落の風景を記憶の窓として̶
10/25（金）―1/5（日）
※11/28
（木）、
12/29（日）―1/3（金）は休館日

9:00-22:00
7f ラウンジ
〈入場〉無料、直接会場へ
〈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
ファックス 022-713-4482

office@smt.city.sendai.jp
https://www.smt.jp
ウェブサイト

◎KADAN Bridge／いろとりどりの掛け違い
1/11（土）―3/14（土）

9:00-22:00
7f ラウンジ
〈入場〉無料、直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎川俣正／仙台インプログレス2019 活動報告展
1/24（金）―3/25（水）

9:00-22:00
7f
〈入場〉無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎てつがくカフェ
1/25（土）

13:30-16:00
7f スタジオa
〈入場〉無料、
申込不要、直接会場へ
〈問〉
mmp0861@gmail.com
てつがくカフェ＠せんだい／西村

図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おはなしパーク
1/18（土）

15:00-15:30
2f 会議室
〈入場〉無料
〈問〉
仙台市民図書館 022-261-1585

その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎活版印刷工房活動日
（見学自由）
1/19（日）
①10:30-12:00、②13:30-16:00
地下1f 準備室
〈入場〉無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎TALK 神楽ってなんですか？
〜装束からはじめる郷土芸能〜
1/25（土）

13:00-16:00
〈会場〉
せんだい演劇工房 10-BOX
（box-1）
〈入場〉
おひねり、先着40名（1/6 9時より受付）
〈問〉
info@tateito-yokoito.com
縦糸横糸合同会社
◎シネバトルトークサロン
1/29（水）

18:30-19:30
2f 映像音響ライブラリー特設会場
〈入場〉無料、参加自由
〈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

