
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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9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61回東北大学リベラルアーツサロン
イタリア・ルネサンスのリベラルアーツ
-芸術・自由・人文主義
11/1（金）
18:00-19:45
〈入場〉無料
〈問〉東北大学　022-217-5132　　

デザインリフォームフェア
11/9（土）
11:30-
〈入場〉無料
〈問〉株式会社土屋ホームトピア／田村　
022-298-6933　　

税の絵はがき展
11/10（日）
12:00-15:30
〈入場〉無料
〈問〉公益社団法人仙台北法人会／下條　
022-263-0151　　

はーとふる シニアファッションショー
～うきうきライフ第12回～
11/14（木）
14:30-16:30（開場14:00）
〈入場〉無料
〈問〉うきうきライフ／金澤　090-2959-7284　
　
第8回 薬物乱用防止・防煙キャンペーン 
in SENDAI
11/17（日）
10:00-16:00
〈入場〉無料
〈問〉一般社団法人仙台市薬剤師会／渡邊　
022-391-1150　　

スポーツシンポジウム
11/18（月）
18:00-20:30
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉河北新報社営業局業務推進部／佐藤　
022-211-1413　　

第71回文化財展
11/20（水）―11/24（日）
10:00-18:00
〈入場〉無料
〈問〉仙台市教育委員会文化財課／齋藤　
022-214-8893　　

みやぎコールセンター協議会
第15回オペレーターコンテスト
11/26（火）
14:00-18:00（開場13:30）
〈入場〉無料
〈問〉みやぎコールセンター協議会／小川　
022-212-6221　　

第170回東北大学サイエンスカフェ
プラズマで飛行機の燃費が向上する!?
～イオン風による気流制御技術～
11/29（金）
18:00-19:45
〈入場〉無料
〈問〉東北大学　022-217-5132　　

5f 6f ギャラリー
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
「現在―いま―展 2019」
同時開催「畠山信行作品展」（絵画・工芸等）
11/1（金）―11/6（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5f
〈入場〉無料
〈問〉仙台美術研究所　022-722-9592　　　

◎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
11:00-20:00
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　

第26回 大翔会東北地区展（絵画）
11/8（金）―11/13（水）
10:00-18:00 (最終日は16:00まで)
5fa2
〈入場〉無料
〈問〉大翔会美術連盟／吉岡　022-306-1631　
　

東北大学学友会美術部 後期展覧会（絵画等）
11/8（金）―11/13（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）
5fb2
〈入場〉無料
〈問〉東北大学友会美術部／桐山　
080-9510-6754

第17回女子美術大学同窓会宮城支部展（絵画・
工芸・造作）
11/8（金）―11/13（水）
10:00-19:00(最終日は17:00まで)
5fc
〈入場〉無料
〈問〉女子美術大学同窓会宮城支部／岡村　
022-262-1184　　　

第74回行動展 仙台巡回（絵画）
11/15（金）―11/20（水）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）
5f
〈入場〉無料
〈問〉行動美術協会／櫻井　090-1067-1837　
　
第42回医家芸術祭
第2回「生命をみつめるフォト＆エッセー」
（フォト部門）入賞作品合同展（絵画・工芸・写真）
11/22（金）―11/27（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
5f
〈入場〉無料
〈問〉一般社団法人仙台市医師会／熊谷　
022-227-1531　　

第55回記念 日院書道会展
併催 第67回全国小中高児童生徒川開書道展
11/29（金）―12/3（火）
10:00-18:00
5f
〈入場〉無料
〈問〉日院書道会／阿部　022-266-8946　　
　

7f スタジオシアター
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
相続セミナー
11/3（日・祝）
10:00-12:00
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉宮城県司法書士会／高橋　022-263-6755
　　

11月の休館日
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
せんだいメディアテーク（全館）
11月28日（木）
仙台市民図書館（2・3・4f）,
映像音響ライブラリー（2f)
11月5日（火）、11日（月）、18日（月）、25日（月）、
28日（木）
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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。 

裏面につづきます



『アイたちの学校』上映会
11/4（月・振休）
10:00-11:50（開場9:30）
〈入場〉前売り1200円、当日券1500円
〈問〉仙台映画上映プロジェクト・アンバランス　
unbalance.sendai@gmail.com　

白鳥哲監督作品映画祭
11/9（土）―11/10（日）
①10:00-、②12:45-、③15:00-（上映作品につい
てはお問合せください）
〈入場〉2000円（要事前申込）
〈問〉地球環境共生ネットワークみやぎ／鈴木　
090-7565-1566　　

過労死等防止対策推進シンポジウム
11/14（木）
18:00-20:00
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉株式会社プロセスユニーク／髙橋　
03-6264-6433　　

ユニセフ映画上映会「ブランカとギター弾き」
11/16（土）
①10:30-、②14:30-
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉宮城県ユニセフ協会／安達　
022-218-5358　　

日本笑い学会東北支部第23回大会
11/17（日）
13:00-15:30
〈入場〉500円
〈問〉日本笑い学会東北支部／坂本　
022-386-3517　　

社会福祉法人つどいの家後援会「道草」上映会
（バリアフリー字幕版・手話通訳付き）
11/22（金）
①13:30-15:30、②16:00-17:30、
③18:30-20:30
〈入場〉1200円※障がい当事者及び付添い者・学
生・65歳以上は1000円
〈問〉社会福祉法人つどいの家／福地・高杉　
022-781-1571　　

脚本家水木洋子と巨匠監督たち
11/26（火）
10:00- ※オープニングイベントにて香川京子氏ゲ
スト出演あり（上映作品と詳しい時間・内容につい
てはお問合せください）
〈入場〉1作品につき800円※オープニングイベント
のみ1800円（要事前申込）
〈問〉せんだい映画村／大石　070-5323-1939
　　
脚本家水木洋子と巨匠監督たち
11/27（水）、11/29（金）
10:00-（上映作品と詳しい時間・内容については
お問合せください）
〈入場〉1作品につき800円
〈問〉せんだい映画村／大石　070-5323-1939
　　

『アイたちの学校』上映会
11/4（月・振休）
10:00-11:50（開場9:30）
〈入場〉前売り1200円、当日券1500円
〈問〉仙台映画上映プロジェクト・アンバランス　
unbalance.sendai@gmail.com　

白鳥哲監督作品映画祭
11/9（土）―11/10（日）
①10:00-、②12:45-、③15:00-（上映作品につい
てはお問合せください）
〈入場〉2000円（要事前申込）
〈問〉地球環境共生ネットワークみやぎ／鈴木　
090-7565-1566　　

過労死等防止対策推進シンポジウム
11/14（木）
18:00-20:00
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉株式会社プロセスユニーク／髙橋　
03-6264-6433　　

ユニセフ映画上映会「ブランカとギター弾き」
11/16（土）
①10:30-、②14:30-
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉宮城県ユニセフ協会／安達　
022-218-5358　　

日本笑い学会東北支部第23回大会
11/17（日）
13:00-15:30
〈入場〉500円
〈問〉日本笑い学会東北支部／坂本　
022-386-3517　　

社会福祉法人つどいの家後援会「道草」上映会
（バリアフリー字幕版・手話通訳付き）
11/22（金）
①13:30-15:30、②16:00-17:30、
③18:30-20:30
〈入場〉1200円※障がい当事者及び付添い者・学
生・65歳以上は1000円
〈問〉社会福祉法人つどいの家／福地・高杉　
022-781-1571　　

脚本家水木洋子と巨匠監督たち
11/26（火）
10:00- ※オープニングイベントにて香川京子氏ゲ
スト出演あり（上映作品と詳しい時間・内容につい
てはお問合せください）
〈入場〉1作品につき800円※オープニングイベント
のみ1800円（要事前申込）
〈問〉せんだい映画村／大石　070-5323-1939
　　
脚本家水木洋子と巨匠監督たち
11/27（水）、11/29（金）
10:00-（上映作品と詳しい時間・内容については
お問合せください）
〈入場〉1作品につき800円
〈問〉せんだい映画村／大石　070-5323-1939
　　

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）、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

◎考えるテーブル　てつがくカフェ
11/3（日・祝）
13:30-16:00
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

◎考えるテーブル　てつがくカフェ
11/30（土）
13:30-16:00
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

図書館行事　
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
郷土史講座「市電から見た昭和の仙台」
11/15（金）
13:30-15:00（開場13:00）
1f オープンスクエア
〈入場〉無料・申込不要・先着200名
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585

おはなしパーク
11/16（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
11/27（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

その他
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎【展覧会】立ち上がりの技術vol.4　レコメン堂
11/8（金）―12/26（木）
期間中の金土日のみ開室 
※ただし12/23（月）―26（木）は開室
13:00-20:00（最終日16:00）
東北リサーチとアートセンター（仙台市青葉区大
町2丁目3-22第五菊水ビル3階）
〈入場〉無料
〈問〉東北リサーチとアートセンター 
022-397-7256（金土日13:00-20:00）

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

◎活版印刷工房活動日（見学自由）
11/17（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

◎【展覧会】立ち上がりの技術vol.4　レコメン堂 
関連イベント①てつがくサロン
11/22（金）
19:00-21:00
東北リサーチとアートセンター（仙台市青葉区大
町2丁目3-22第五菊水ビル3階）
〈入場〉参加費500円、予約不要
〈問〉東北リサーチとアートセンター 
022-397-7256（金土日13:00-20:00）

◎シネバトル　トークサロン
11/27（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

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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


