5月の休館日

2019年5月

催し案内

ウェブサイト

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
5月30日（木）
仙台市民図書館（ 2・3・4f ）,
映像音響ライブラリー（ 2f)
5月7日（火）、13日（月）、20日（月）、
27日（月）、30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3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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎どこコレ？―おしえてください昭和のセンダイ
4/27（土）―5/5（日）
9:00-22:00（5/5は17:00まで）
〈入場〉
無料、直接会場へ
〈問〉
NPO法人20世紀アーカイブ仙台

〈問〉Setsu ジュエリースクール
（アトリエ接彫金教
室） 022-256-0772

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
創立96周年記念 書禅会書展
4/27（土）―5/1（水）
10:00-18:00(最終日は17:00まで)

5fa,5fb
〈入場〉
無料
〈問〉
書道研究 書禅会／
池田僊雲 022-259-9525

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

2019みやぎを魅せる書展
5/3（金）̶5/8（水）
10:00-18:00(最終日は16:00まで)
5f
〈入場〉
200円（70歳以上・高校生以下無料）
〈問〉
みやぎを魅せる書展実行委員会／
加藤松軒 0224-56-3323

022-387-0656
第19回宮城県優良建具・木工展示会
5/11（土）12:30-19:00
5/12（日）9:00-17:00
〈入場〉
無料
〈問〉宮城県建具業連合会／
高木純一 022-286-5048
第164回東北大学サイエンスカフェ 生命の部品、
タンパク質〜その形と働きをコンピュータで理解
する〜
5/15（水）

18:00-19:45
〈入場〉
無料
〈問〉東北大学 022-217-5132
◎第35回仙台・青葉まつり
（せんだいメディアテーク会場）
5/18（土）宵まつり 13:00ｰ21:00（予定）
5/19（日）本まつり 10:00-17:00（予定）
〈入場〉
無料、
申込不要、
直接会場へ
〈問〉仙台・青葉まつり協賛会事務局

仙台一中一高OB美術展
5/10（金）̶5/15（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

5fa

博物館・図書館連携講座
「いつだって猫に夢中！」
5/31（金）

18:30-20:00
〈入場〉
無料、
要事前申込（5/15まで往復はがきで）
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585

災害人文学研究会
上映と意見交換
特集ドラマ
「ラジオ」
5/17（金）

グループ並木路合同展2019
けやきの会、
5/10（金）̶5/15（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

saigaijinbungaku@gmail.com

5fb2

5/18（土）
13:30-15:30

〈入場〉
無料
〈問〉
けやきの会／伊藤芳子

080-5552-7708

第18回 夢・楽描き展
5/10（金）̶5/15（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fc
〈入場〉
無料
〈問〉
月彩会・火曜会・台原水彩会／
髙平圭也 022-392-2032

5fa
022-722-9592

13:30-16:45
〈入場〉
無料（要事前申込）
〈問〉
アセットブレインズ仙台ネットワーク／
佐々木正之 022-773-6685

〈入場〉
無料
〈問〉
東北大学
東北アジア研究センター 災害人文学ユニット／

仙台女流美術協会展ー45年の歩みー
5/17（金）̶5/21（火）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

13:00-16:30
〈入場〉
無料
〈問〉仙台美術研究所

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
不動産市場動向セミナー2019 イン仙台
5/10（金）

18:30-20:45

〈入場〉
無料
〈問〉
仙台一高OB美術展／
浅野忠信 080-6058-5653

022-223-8441
全国美術系進学説明会
5/26（日）

第65回 全国公募 東北書道展
5/17（金）̶5/21（火）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
6f

〈入場〉
無料
〈問〉仙台女流美術協会／
河田秋香 022-273-2297

民話の語りと朗読

〈入場〉
無料
〈問〉
語り手たちの会・みやぎ／
竹丸富子 022-275-4252
『WEED THE PEOPLE -大麻が救う命の物語-』
上映会
5/19（日）
14:00-16:30（開場13:30）
〈入場〉
前売り券2000円 当日券2500円
〈問〉
小澤恭子 090-6855-4220
日本技術士会東北本部宮城県支部年次大会
及び講習会
5/31（金）
講習会15:30-16:30
〈入場〉
無料
〈問〉
公益社団法人日本技術士会東北本部宮城県
支部／幡野玲二 022-723-3755

Setsu ジュエリースクール 作品展
5/17（金）̶5/21（火）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5fb2
〈入場〉
無料
裏面につづきます

7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎どこコレ？―おしえてください昭和のセンダイ
5/6（月･祝）―6/30（日）

9:00-22:00
7f ラウンジ
〈入場〉無料、直接会場へ
〈問〉
NPO法人20世紀アーカイブ仙台

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

022-387-0656
◎音声解説制作講座 事前説明会
5/15（水）、23（木）、28（火）

14:00-14:30
7f スタジオb
〈入場〉無料、
直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎日本語字幕制作講座 事前説明会
5/17（金）、23（木）、28（火）

18:00-18:30
7f スタジオb
〈入場〉無料、
直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎ワケあり雑がみ部2019 部活動立ち上げ式
5/18（土）

13:30-16:00
7f スタジオb
〈入場〉無料、
直接会場へ
〈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〜
5/20（月）

19:00-20:45
7f スタジオa
〈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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おはなしぴよぴよ
5/15（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）
（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
5/18（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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎シネバトル トークサロン
5/29（水）

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

