7月の休館日

2019年7月
催し案内

ウェブサイト

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
7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)
7月1日（月）、8日（月）、16日（火）、22日（月）、
25日（木）、29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 ）
10:00-20:00（火−金）
10:00-18:00（土･日･祝）
※7月10日
（水）
から9:30に開館します。
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5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。
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

〈問〉
公益社団法人 定禅寺ストリートジャズフェス
ティバル協会 022-722-7382（平日10:00−
18:00）

「サクラ尽くし」咲楽・咲良・咲羅
先﨑康人 写真展
7/5（金）―7/10（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

5fb2
トーソー ウィンドウファッションフェア2019
7/23（火）

〈入場〉無料
〈問〉
先﨑康人

022-281-1392

10:00-17:00
〈入場〉
無料
〈問〉
トーソー株式会社／飯田優樹

022-288-8415

第17回アトリエ・エルム＆若松教室合同展
（絵画）
7/5（金）―7/10（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fc2
1f オープンスクエア
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ハリーのショータイム「真夏の昼の夢」
with 素
敵な仲間達
7/3（水）
15:00-（開場14:30）
〈入場〉
無料
〈問〉真夏の昼の夢実行委員会／増渕晴男

◎とぷらす・ウィーク
7/27（土）̶8/1（木）
10:00-20:00 ※一部夜のプログラムあり。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

022-776-7887
第107回日本水彩仙台展・第55回宮城水彩展
7/5（金）―7/10（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

6f
〈入場〉無料
〈問〉
宮城水彩画会／柴田治

080-1814-9523
江沼郁弥 ライブ
「ふたりがたり」
7/5（金）
19:00-（開場18:30）
（要事前申込）
〈入場〉
全席自由4500円
〈問〉株式会社キョードー東北／釋迦堂益敏

022-217-7788

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
彫刻、陶芸、
写真など)
ライフワークテン20(絵画、
6/29（土）―7/3（水）
10:00-19:00(最終日は17:00まで)

5fa
みやぎボイス 2019 ー復興の終わりの始め方ー
7/6（土）

〈入場〉
無料
〈問〉
LIFE WORK EXHIBITION／沼倉

090-6119-5107

12:00-18:00
〈入場〉
無料
〈問〉
みやぎボイス連絡協議会／佐藤克枝

022-225-1120
（仮）
リノベーションフェア2019
7/7（日）

11:00-19:00
〈入場〉
無料
〈問〉株式会社土屋ホームトピア／田村修一

東北大学学友会写真部六月展

6/29（土）―7/3（水）
10:00-19:00(最終日は17:00まで)
5fb
〈入場〉
無料
〈問〉
東北大学学友会写真部／門口

080-9631-6106
全国和紙ちぎり絵仙台サークル展

022-298-6933
第166回東北大学サイエンスカフェ 毒なのに体
に必要なモノって何？〜体のことを知って薬を作
る〜
7/12（金）

6/29（土）―7/3（水）
10:00-17:00（最終日は15:00まで）
5fc
〈入場〉
無料
〈問〉
全国和紙ちぎり絵仙台サークル／齊藤悦子

090-6623-6870

18:00-19:45
〈入場〉
無料
〈問〉東北大学／

〈入場〉無料
〈問〉
アトリエ・エルム／若松義雄

090-6224-4036

第29回 宮城示現会展
（絵画）
7/12（金）―7/17（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fa
〈入場〉無料
〈問〉
宮城示現会／髙橋晃

0229-39-0248

第54回チャーチル会仙台展（絵画）
7/12（金）―7/17（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fb
〈入場〉無料
〈問〉
チャーチル会仙台／兵籐則雄

022-357-2957
版画みやぎ 2019
7/12（金）―7/17（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5fc
〈入場〉無料
〈問〉
版画みやぎ／尾﨑行彦

022-261-5656

第50回蔵王写生会展
7/12（金）―7/17（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

6fa
022-217-5132

◎第29回定禅寺ストリートジャズフェスティバル
in SENDAI 交流ライブ
7/14（日）̶15（月・祝）
16:30-18:00（両日とも）
〈入場〉
無料、
直接会場へ

第40回墨葉社墨画展
7/5（金）―7/10（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

〈入場〉無料
〈問〉
蔵王写生会／菅井哲夫

5fa,5fb1
〈入場〉
無料
〈問〉
墨葉社／奥山佳雪

022-371-3170
裏面につづきます

022-268-1012

第42回仙台の四季を描く絵画展
7/26（金）―7/31（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fa
〈入場〉無料
〈問〉
仙台の四季を描く絵の会／渋谷興宏

022-278-1268
第47回 宮城二紀展
（絵画・彫刻など）
7/26（金）―7/31（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

090-3128-0760

14:00-16:00
7f スタジオa
※8/2のみ7f プロジェクトルーム
（水）
までに申込された方）
〈受講〉
無料（対象：6/5
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
星博士のおもしろ宇宙のおはなし
「天の川をわたろう」
7/15（月・祝）

14:30-15:30
2f 会議室

第31回 画友クラブ展（絵画）
7/26（金）―7/31（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）
5fc2
〈入場〉無料
〈問〉
画友クラブ／林秋夫

◎音声解説制作講座
6/14（金）―8/2（金）の毎週金曜日、全8回の連続
講座

080-1822-5881

〈入場〉
無料
〈問〉
仙台市民図書館

022-261-1585

おはなしパーク
7/20（土）

15:00-15:30
2f 会議室

第65回全国公募 圖南書道展
7/26（金）―7/31（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

〈入場〉
無料
〈問〉
仙台市民図書館

6f

おはなしぴよぴよ
7/24（水）
（2-3歳児向け,先着20組）
①10:10-10:40
（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

〈入場〉無料
〈問〉
圖南書道会／千葉俊直

022-221-2866

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
二重被爆 DVD上映会＆パネル展
7/28（日）
、
上映13:30-15:30（開場13:00）
パネル展13:00-16:00
〈入場〉無料
〈問〉
長崎の語り部から学ぶ会／奥村志都佳
080-1805-0702

022-261-1585

小学生夏休み工作教室
「折り紙で昆虫採集」
7/30（火）
①10:30-11:30(小学校1-2年生向け,先着15人)
②14:00-15:00(小学校3-6年生向け,先着15人)
2f 会議室
〈入場〉
無料（要事前申込）
〈問〉
仙台市民図書館 022-261-1585
夏休み特別おはなし会
7/31（水）

15:00-15:45
2f 会議室
7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎展示 民話 声の図書室 2011・3・11 大津波に
襲われた沿岸集落で、かつて聞いた いいつたえ
むかしばなし はなし その７ 牡鹿郡女川町周辺
の民話
7/6（土）―9/1（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
◎音声パソコンステップアップ講座
7/14（日）

14:00-17:30
2f 会議室
（月）
まで）
〈受講〉無料（要事前申込7/8
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

〈入場〉
無料
〈問〉
仙台市民図書館

022-261-1585

その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
「仙台
◎アートノード・ミーティング07 川俣 正
インプログレス」
2019報告
7/28（日）

14:00-15:30
7f スタジオb
〈入場〉
入場無料 参加自由
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎シネバトル トークサロン
7/31（水）

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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

18:30-19:30
2f 映像音響ライブラリー特設会場
〈入場〉
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

