1月の休館日

2019年1月
催し案内

ウェブサイト

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
12月29日（土）―1月9日（水）
1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)
12月28日（金）―1月9日（水）
1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 ）
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2018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160回 東北大学サイエンスカフェ
モンゴル遊牧民の移動のふしぎ〜人と自然の関
係を考える〜
1/11（金）
18:00-19:45
〈入場〉
無料
〈問〉東北大学 022-217-5132

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
東北生活文化大学合同ゼミナール展（デザイン・
壁画・絵画）
1/11（金）̶1/16（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5fa
〈入場〉
無料
〈問〉東北生活文化大学合同ゼミナール

080-8216-3440
ヲルステッド社 100周年記念展
（織物・刺繍等）
1/11（金）̶1/16（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fb2
〈入場〉
無料
〈問〉
ヤマナシヘムスロイド／森祐美

第八回 城下町せんだい日本伝統文化フェア

1/19（土）
11:00-16:00（開場10:40）
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市教育委員会文化財課

022-214-8892
成果報告会
市民参画型事業
【子ども・若者・住民】
1/20（日）

中村風詩人Time in whales 〜ogasawara〜
写真展
1/11（金）̶1/14（月）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5fc2
〈入場〉
無料
〈問〉
中村風詩人

mail@apphots.net

東北書道新春選抜展

1/11（金）̶1/16（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／村山柳雅

022-224-1043

13:00-15:20
〈入場〉
無料
〈問〉教育局 生涯学習支援センター／水口芳仁

022-292-4875

東北生活文化大学高等学校美術展
1/11（金）̶1/16（水）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）

6fb
東北文化学園専門学校 卒業制作展
1/21（月）̶1/23（水）
21日13:00-18:00、22日9:00-18:00、23日

〈入場〉
無料
〈問〉東北生活文化大学高等学校
美術・デザイン科／齋藤 022-272-7530

9:00-15:00
〈入場〉
無料
〈問〉東北文化学園専門学校／長澤智広

022-233-8163
第56回 東北大学リベラルアーツサロン 親族・家
族関係からみた日中両社会
1/25（金）

6fb
〈入場〉
無料
〈問〉
全国共済農業協同組合連合会 宮城県本部
／野村明子 022-264-8517
第８回宮城一先会展

022-777-7502
地球のために、
宮城から みやぎ環境フェスタ
1/12（土）
13:00-16:30
〈入場〉
無料
〈問〉公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワ
／吉田美緒 022-301-9145
ーク
（MELON）

第40回（平成30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
1/19（土）̶1/20（日）
10:00-17:00(最終日は15:00まで)

第44回仙台市小・中学校図画工作・美術合同展
1/18（金）̶1/22（火）
10:00-19:00（最終日は15:00まで）
6fa
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市教育局学校教育部教育指導課／
遠藤滋 022-214-8875

1/26（土）̶1/28（月）
10:00-17:00（最終日は16:00まで）
5fa,5fb
〈入場〉
無料
〈問〉
宮城一先会／近藤萩汀

022-229-2622

第30回北日本書道展/第24回全北海道書道展
1/26（土）̶1/28（月）
10:00-17:00（最終日は15:00まで）
6fb
〈入場〉
無料
〈問〉
日本書道協会／角田雄一

03-3362-3620

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
- TALKEVENT 小笠原講演会 小笠原への誘い by 写真家 中村風詩人
1/12（土）
①10:30-12:00
②14:30-16:00
〈入場〉
無料（要事前申込）
〈問〉
河北新報トラベル 022-211-6960
上映会
「沖縄スパイ戦史」
1/13（日）
①10:00-、②12:30③15:00-、④18:00〈入場〉
前売券：1000円、
当日券：1300円
の会／須藤道子
〈問〉
「テロにも戦争にもNOを！」

090-7936-3437
食品の安全性に関する講演会 (仮題)海の恵みに
潜む、
食中毒〜おいしく食べるために知っておき
ましょう〜
1/16（水）
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／
事務局 022-268-3742

18:00-19:45
〈入場〉
無料
〈問〉東北大学 022-217-5132
裏面につづきます

「Life生きてゆく」
上映会
1/20（日）
①10:00-12:00上映、12:00-13:00トーク
②15:00-17:00上映、17:00-18:00トーク
学生(中学生以上)
〈入場〉
前売券：大人1300円、
1200円、小学生以下無料
学生(中学生以上)1400円、
当日券：大人1500円、
小学生以下無料
〈問〉
「Life生きてゆく」仙台上映委員会／
吉武信幸 090-3649-1374
東北大学ブルーグラス同好会定期演奏会

1/26（土）
開演13:30（開場13:00）
〈入場〉
無料
〈問〉菊地環 090-8781-9338
日本笑い学会東北支部
1/27（日）

図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おはなしパーク
1/19（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
1/23（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

新春笑学校

13:00-15:00
〈入場〉
500円
〈問〉
日本笑い学会東北支部／坂本宏一

022-386-3517
食品ロス削減市民セミナー
「栄養をロスなく摂取できる調理法のコツ」
1/28（月）

11:00-12:00
〈入場〉
無料
（要事前申込）
〈問〉仙台市環境局家庭ごみ減量課

022-214-8229
7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎レインボーアーカイブ東北 企画展示
「カミングアウト／クローゼット」
1/12（土）̶2/27（水）

読み聞かせボランティアステップアップ講座
（わらべうた編）
1/30（水）

9:30-11:30
7f 会議室ab
〈入場〉
無料
（要事前申込、
12/14（金）10:00より
電話で泉図書館子供図書室へ）定員先着30名
〈問〉泉図書館 022-375-6161

お知らせ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
設備整備に伴い全館を臨時休館します
（平成31年1月4日から9日まで）
非常用自家発電設備整備のため、
メディアテーク
全館を臨時休館いたします。
ご迷惑をお掛けいた
しますが、
何卒ご理解いただけますようお願い申し
上げます。
なお、
休館期間中に施設予約の
「変更、
取消、
本申
込」
期限を迎えるお申し込みについては、
その受付
期限が平成30年12月28日
（金）
21:00までとなり
ますので、
遅れずに窓口にてお手続きください。
〇臨時休館期間
平成31年1月4日
（金）から 1月9日
（水） 6日間
〈問〉
せんだいメディアテーク 管理課

022-713-3171 office@smt.city.sendai.jp
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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
ウェブサイト

その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎シネバトル トークサロン
1/30（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

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
◎考えるテーブル てつがくカフェ
1/20（日）

15:00-17:00
7f スタジオa
〈入場〉
無料、直接会場へ
〈問〉
てつがくカフェ@せんだい 西村

mmp0861@gmail.com
◎レインボーアーカイブ東北 企画展示
「カミングアウト／クローゼット」関連イベント
言う？言わない？〜「カミングアウト／クローゼ
ット」
について考える〜
1/26（土）

14:00-16:00
7f スタジオa
〈入場〉
無料、直接会場へ
〈問〉
レインボーアーカイブ東北／
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

