10月の休館日

2019年10月

催し案内

ウェブサイト

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
10月24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7日（月）、15日（火）、21日（月）、24日（木）、
28日（月）

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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
音響・設備機器展示会
10/2（水）―10/3（木）
2日 14:00-19:00
3日 10:00-18:00
〈入場〉
無料
〈問〉
ヒビノ株式会社／髙橋 022-796-1535
東北における仙台のあり方と地域づくりシンポジ
ウム
10/5（土）

13:15-15:45
〈入場〉
無料
（要事前申込）
〈問〉仙台市まちづくり政策局 政策企画課／中島

022-214-8474
薬と健康のつどい2019
10/6（日）

10:00-17:00
〈入場〉
無料
〈問〉一般社団法人宮城県薬剤師会／千葉

022-391-1180

第169回東北大学サイエンスカフェ
10/25（金）

18:00-19:45
〈入場〉
無料
〈問〉
東北大学 022-217-5132
第8回定禅寺通りシャンソンフェスティバル
10/27（日）
13:00-16:00（開場12:30）
〈入場〉
無料
〈問〉
定禅寺通りシャンソンフェスティバル／秀

022-263-8950

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第56回宮城県芸術祭工芸展
9/27（金）―10/2（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

5fa
〈入場〉
一般500円、
65歳以上・大学生250円（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

（絵画）
第27回人物画研究会2019作品展
10/11（金）―10/16（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／大場

080-1821-7982

第20回T家の恐るべき子どもたち展（絵画・彫刻・
工芸等）
10/11（金）―10/16（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

6fa
〈入場〉無料
〈問〉
T展事務局／千葉

022-272-7519

第34回東北建築フォーラム
「第13回東北の建築を描く展」
10/11（金）―10/16（水）
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

022-305-3635

022-261-7055
第56回宮城県芸術祭写真展・写真公募展
9/27（金）―10/2（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

5fb,5fc
〈入場〉
一般500円、
65歳以上・大学生250円（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

池坊仙台支部花展
10/12（土）―10/15（火）
と最終日は17:00まで）
10:00-19:00（13日（日）
※入場は30分前まで

5fa,5fb
〈入場〉500円
（高校生以下無料）
〈問〉
華道家元 池坊仙台支部／支部長

080-6020-3540

022-261-7055
一日行政困りごと相談所
10/8（火）

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／山本

022-262-7839
台湾文化祭 in 仙台 2019
10/12（土）―10/13（日）
12日 13:00-19:00
13日 10:00-18:00
〈入場〉
無料
〈問〉台湾文化祭in仙台実行委員会

070-6517-4010
第5回Art to you！東北障がい者芸術全国公募展
10/17（木）―10/20（日）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）
〈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 022-266-8533

東北書道秀抜展
第56回宮城県芸術祭彫刻展・彫刻公募展・絵画
展（公募の部）
9/27（金）―10/2（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

6f
〈入場〉
一般500円、
65歳以上・大学生250円（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

022-261-7055
第56回宮城県芸術祭絵画展
10/4（金）―10/9（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
5f,6f
〈入場〉
一般500円、
65歳以上・大学生250円（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

022-261-7055

10/18（金）―10/22（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 022-224-1043
奥山和子日本画展Ⅱ-卒業記念

10/18（金）―10/22（火）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5fc
〈入場〉無料
〈問〉
奥山 022-279-2025

Art to You！実行委員企画
「ニッポンの表現欲求〜行為としての作品〜」
展
10/18（金）―10/20（日）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）
6fb
〈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 022-266-8533
裏面につづきます

本原遠州流いけばな展 秋華彩
10/19（土）―10/21（月）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

6fa
〈入場〉
500円
〈問〉
本原遠州流／朴澤

022-248-6691

光、
みつけたヨーロッパ／絵・三浦敏／詩・武田こ
うじ 展
10/26（土）―10/30（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fa2
〈入場〉無料
〈問〉
三浦 022-378-0838
資料で探る仙台と日本のジャズ史
10/26（土）―10/30（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5fb2
〈入場〉無料
〈問〉
岡本 080-3019-7550
第14回桃源書展
10/26（土）―10/29（火）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fc
〈入場〉無料
〈問〉
桃源会／宮崎

090-2600-7651

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第30回東北建築作品発表会
10/5（土）
10:00-17:00
〈入場〉無料
〈問〉
一般社団法人日本建築学会東北支部／伊藤

022-265-3404
全国一斉！法務局休日相談所
10/6（日）

10:20-12:00

7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎失われた村の風景を記憶しなおす
（仮）
10/25（金）―1/5（日）※11/28（木）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

図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
紙芝居おはなし会
10/12（土）
①11:00-11:30
（幼児）
②14:00-14:30
（幼児-小学校低学年）
2f 会議室
〈入場〉
無料
〈問〉
仙台市民図書館 022-261-1585

◎シネバトル
わたしのイチ押し映画（シネ）
はコレよ！Vol.28
10/30（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

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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

秋休み特別おはなし会
10/16（水）

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
10/23（水）
①10:10-10:40
（2-3歳児向け、
先着20組）
（4ヶ月-1歳児向け、
先着15組）
②10:50-11:10
（4ヶ月-1歳児向け、
先着15組）
③11:20-11:40
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
10/26（土）

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

〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉
仙台法務局／今野 022-225-5720
日本映画テレビ技術協会
2019年 秋の映像セミナー
10/18（金）
13:00-16:30（開場12:00）
〈入場〉無料
〈問〉
一般社団法人日本映画テレビ技術協会東北
支部 022-224-1860
医療講演会・相談会

10/26（土）
13:30-16:30
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉
後縦靭帯骨化症友の会／菅原

090-1376-0142

その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎SMMAミュージアムトークテラス 第2回
セントラル劇場から考えた
「記録」
と
「場所」
10/11（金）
19:00-20:30（18:30開場）
1f クレプスキュールカフェ
〈入場〉
無料、
ただしワンオーダー制（飲食代実費
負担）、
先着40名、直接会場へ
〈問〉
仙台・宮城ミュージアムアライアンス
（SMMA）
事務局 022-713-4483
◎活版印刷工房活動日
（見学自由）
10/20（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

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

