2018年12月

催し案内

ウェブサイト

12月の休館日
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
12月29日（土）―1月9日（水）
仙台市民図書館（ 2・3・4f ）,
映像音響ライブラリー（ 2f)
12月3日（月）、10日（月）、
17日（月）、25日（火）、28日（金）―1月9日（水）

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10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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

◎鷲田清一とともに考える 10
12/23（日祝）

14:00-16:00
〈入場〉
無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎ヒスロム 仮設するヒト
11/3（土祝）―12/28（金）※11/22休館
11:00-20:00（12/21（金）-12/28（金）はイベント
のため終了時間が異なります）

6f
環境フォーラムせんだい2018
ー ここからスタート！小さな一歩 ー
12/2（日）

10:00-15:00
〈入場〉
無料
〈問〉杜の都の市民環境教育・学習推進会議

022-214-0007
第69回文化財展
「明治150年〜文化財からたどる仙台の近代化」
12/5（水）―12/9（日）

10:00-18:00
〈入場〉
無料
〈問〉教育局 生涯学習部 文化財課／齋藤健一

022-214-8893
第159回 東北大学サイエンスカフェ
医療に役立つソフトマテリアル
12/12（水）

ミュージアムユニバース
〜すてき・ふしぎ・おもしろい〜
12/14（金）―12/16（日）
12/14（金）19:00-20:30、
12/15（土）10:00-17:00、
12/16（日）10:00-16:00
〈入場〉
無料
〈問〉仙台・宮城ミュージアムアライアンス事務局

022-713-4483

◎ヒスロム 仮設するヒト ギャラリーツアー
12/8（土）

14:00-16:00
6f
〈入場〉
展覧会チケット
（当日分）半券必要、
開始時
事前申込不要
間前に6f入口集合、
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
第54回日院書道会展 併催 第66回全国小中高児
童生徒川開書道展
（※川開書道展は12/3(月)
11/30（金）―12/4（火）
まで）

10:00-18:00
5f
〈入場〉
無料
〈問〉
日院書道会／阿部宗鶴 022-266-8946
（グラ
第19回デザイングランプリTOHOKU2018
フィックデザイン作品等）
12/7（金）―12/9（日）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

5f
〈入場〉
無料
〈問〉宮城県印刷工業組合／菅原喜久男

022-284-7586

13:00-16:00
〈入場〉
無料
〈問〉
みやぎ民話の会／小田嶋

saras919@soleil.ocn.ne.jp

5fa,5fb1
〈入場〉
無料
〈問〉
東北生活文化大学高等学校美術・デザイン
科／長岡貴史 022-272-7530

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎バリアフリー上映「伊豆の踊子」
12/2（日）
①11:00-、②14:00〈入場〉
500円、音声解説は音声解説受信機（要事
前申込11/30（金）
まで）
またはFMラジオ持参で受
は要
信可能。託児
（生後6ヶ月〜未就学児、無料）
事前申込（ファクスまたは電子メール、
11/19（月）
（必着）
まで）
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
仙台つどいの家 実践報告会
「すてーじ」
12/7（金）

13:00-16:30
〈入場〉
無料
〈問〉
社会福祉法人つどいの家 仙台つどいの家／
山口収 022-293-3751
アフガニスタン 山の学校支援の会 活動報告会
12/8（土）
13:50-16:10（受付開始13:30）
大学生・高校生500円、
中学
〈入場〉
一般1000円、
生以下無料
〈問〉
アフガニスタン 山の学校支援の会 事務局

070-3281-1180
第68回 新現美術協会展（絵画）
12/14（金）―12/19（水）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）

5f
◎民話ゆうわ座ー話に遊び 輪を結び 座に集うー
「民話のなかのじじとばば 一粒の豆をめぐって」
12/22（土）

東北生活文化大学高等学校
「第4回美術・デザイ
ン科卒業制作展」
12/21（金）―12/26（水）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）

〈入場〉
一般500円、
高校生以下無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

18:00-19:45
〈入場〉
無料
〈問〉東北大学 022-217-5132

6f
〈入場〉
展覧会チケット
（当日分）半券必要、
観覧30
人程度、事前申込不要
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

〈入場〉
300円
〈問〉新現美術協会／半田義博 022-373-5378
◎ヒスロム 仮設するヒト 「作業」
（アクション・
パフォーマンス）
12/21（金）―12/28（金）
19:00-19:45 ※12/27（木）-12/28（金）18:00-

ベンジャミン・クレーム／石川道子
講演録画上映会
12/9（日）
ベンジャミン・クレーム講演録画上映
10:30-12:30、
石川道子講演録画上映13:30-16:00
〈入場〉
無料
〈問〉
シェア・インターナショナル・ネットワーク東北
グループ／松本まり子 0226-23-2061

裏面につづきます

映画「コスタリカの奇跡 積極的平和国家のつく
り方」上映会
12/15（土）

14:00-15:30
〈入場〉
500円（要事前申込）
〈問〉宮城県保険医協会事務局 022-265-1667
犬に名前をつける日 上映会＆保護猫パネル展
12/23（日）
上映会 12:00-（開場11:30）、
パネル展 11:00-16:00
〈入場〉
前売800円、
当日1000円
〈問〉猫里親さん募集！にゃんこ組

nyancogumi@gmail.com

手ではなすおはなしの会
12/16（日）

10:30-11:00
7f 会議室b
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585
仙台市民図書館＜演奏＞常磐木学園高等学校
音楽科OB
「男子演奏会Special」
の皆さん
12/22（土）

19:00-20:15
3f 図書館
〈入場〉
無料、先着60名、
当日18:15より１階エレ
ベーター前にて整理券配布
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585

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
7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

◎細倉を記録した寺崎英子のまなざし展
カラー編
11/17（土）ー12/27（木） ※11/22（木）は休館

◎シネバトル わたしのイチ押し映画
（シネ）
は
コレよ！ グランドチャンピオン大会2018
12/26（水）

9:00-22:00
7f ラウンジ
〈入場〉
無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

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

https://www.smt.jp
ウェブサイト

◎相馬クロニクルダイアログ 第3回
「つなぐ」
12/1（土）

15:00-17:00
7f プロジェクトルーム
〈入場〉
無料、直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎細倉を記録した寺崎英子のまなざし展
カラー編 関連企画 ギャラリートーク
「ひとびとの細倉、寺崎英子と私」
12/9（日）

14:00-15:30
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

その他
（館外会場）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎展覧会
「とある窓」
11/2（金）-12/24（月休）
※金、土、
日、
12/24（月休）のみ開室

13:00-20:00
〈会場〉
東北リサーチとアートセンター（TRAC）
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〉TRAC 022-397-7256
（開室時間内）
◎展覧会
「とある窓」
関連イベント⑤
おはなし会
「私の窓、
暮らしの風景」
12/8（土）

17:00-19:00
図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
冬のおはなし会スペシャル
12/15（土）

15:00-15:45
2f 会議室
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市民図書館

〈会場〉
東北リサーチとアートセンター（TRAC）
定員20名
（当日先着順）
〈入場〉
参加費：500円、
〈問〉TRAC 022-397-7256
（開室時間内）
◎展覧会
「とある窓」
関連イベント⑥
ギャラリーツアー
12/16（日）

14:00-16:00
022-261-1585

おはなしぴよぴよ
12/26（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

〈会場〉
東北リサーチとアートセンター（TRAC）
〈入場〉
無料、定員20名（先着順）
〈問〉
TRAC 022-397-7256（開室時間内）

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

