2月の休館日

2019年2月

催し案内

ウェブサイト

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
2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)
2月4日（月）、12日（火）、18日（月）、
25日（月）、28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） （2月のみ9:30開館）
（2月のみ9:30開館）
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12月28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。
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

ファッション文化専門学校DOREME
卒業制作展示発表会
2/11（月・祝）̶2/12（火）
11日 10:00-19:30
12日 10:00-18:00
〈入場〉
無料
〈問〉
ファッション文化専門学校DOREME

〈入場〉
無料
〈問〉
障害児(者)を守る日実行委員会／
小野寺正枝 022-265-5540

022-222-5221

「第22回 ピュア・ハーツ アート展」
（陶芸・書道・
写真・絵画等作品の展示）
2/1（金）̶2/6（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

第17回平成30年度高校生「橋梁模型」
作品発表会
2/14（木）

〈入場〉
無料
〈問〉
仙台市知的障害者芸術文化協会／
千田勝美 022-394-5206

6fb
1f オープンスクエア
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
宮城学院女子大学生活文化デザイン学科
シンポジウム
「女子大での建築系教育を考える」
2/1（金）

13:30-17:30
〈入場〉
無料
〈問〉宮城学院女子大学生活文化デザイン学科
本間義規／生活文化デザイン学科副手室

022-277-6153
仙台市地域活動団体交流会
「これからの地域づくり」
2/2（土）

10:00-16:20
〈入場〉
無料
〈問〉高校生
「橋梁模型」作品発表会実行委員会／
菅原順 022-365-8047
第158回 東北大学サイエンスカフェ
生き物に学ぶ材料開発
2/15（金）

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

13:00-17:10
〈入場〉
無料
（要事前申込）
〈問〉仙台市業務委託先:
ハリウコミュニケーションズ(株) 022-288-5011

貞山運河であいましょう
貞山運河フォーラム〜具体的活用に向けて
2/17（日）

12:00-16:30
障害のある人の芸術文化活動に関する大見本市
（仮）
2/3（日）̶2/6（水）

10:00-18:00
（3日は14:00から、
6日は15:00まで）
〈入場〉
無料
〈問〉特定非営利活動法人エイブル・アート・ジャパン／
佐々木えりな 070-5328-4208

〈入場〉
無料
〈問〉
貞山運河研究所／遠藤 090-4630-8344
（仮）
トッパン ミライ共創展
2/19（火）̶2/21（木）

10:00-17:00
〈入場〉
無料
〈問〉
凸版印刷株式会社東日本事業本部

022-377-5598
東北大PICS市民公開講座
2/8（金）

14:00-16:30
〈入場〉
無料
〈問〉東北大学大学院農学研究科／田島亮介

0229-84-7391
TOHOKU LOVE 2018 GAKUSEI MOVIE
CONTEST 公開審査・表彰式
2/9（土）
13:00-17:00
〈入場〉
無料
〈問〉株式会社ライト・エージェンシー／
大槻剛 022-214-4751

we are SCA 2019 〜卒業・進級制作展
2/24（日）̶2/25（月）
10:00-17:00
〈入場〉
無料
〈問〉学校法人滋慶文化学園 仙台コミュニケーシ
ョンアート専門学校／クリエーティブコミュニケー
ション科 022-292-2133

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
「私たちの作品展」
第49回
（児童・生徒の作品の展示）
2/1（金）̶2/6（水）
10:00-18:00 (最終日は15:00まで)

一般社団法人 宮城県華道連盟
第78回春のいけばな展
2/2（土）̶2/5（火）
10:00-19:00（3日と最終日は17:00まで）

5fa,5fb
〈入場〉
500円
〈問〉
一般社団法人宮城県華道連盟／
西村一観 090-2605-4645
宮城学院女子大学 生活文化デザイン学科展
̶2018年度 卒業論文・卒業設計展̶
2/1（金）̶2/6（水）

10:00-19:00
（初日は14:00から、
最終日は14:00まで）

5fc
〈入場〉
無料
〈問〉
宮城学院女子大学 生活文化デザイン学科／
亀谷恵美 022-277-6153
東北生活文化大学 生活美術学科
第51回卒業制作展
2/8（金）̶2/13（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5f
〈入場〉
無料
〈問〉
東北生活文化大学 生活美術学科

022-272-7519
専門学校 日本デザイナー芸術学院
卒業制作作品展
2/8（金）̶2/12（火）
10:00-19:00
（初日は13:00から、
最終日は17:00まで）

6fa
〈入場〉
無料
〈問〉
学校法人英智学園専門学校日本デザイナー
芸術学院仙台校 022-299-1641

6fa
裏面につづきます

2018東北工業大学クリエイティブデザイン学科
卒業制作展
2/15（金）̶2/20（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5f
〈入場〉
無料
〈問〉東北工業大学クリエイティブデザイン学科／
学科事務室 022-304-5560
平成30年度仙台市小学校家庭科,仙台市中学校
技術・家庭科,仙台市立高等学校家庭科 合同作
品展
2/15（金）̶2/20（水）
10:00-18:00（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／
留守智信 022-214-8875
宮城大学 空間デザインコース・メディアデザイン
コース卒業研究制作展＋大学院事業構想学研究
科修士制作展
2/15（金）̶2/17（日）

10:00-19:00
6fb
〈入場〉
無料
〈問〉宮城大学／友渕貴之

〈問〉仙台市教育委員会 生涯学習課

東日本大震災心の復興支援 朗読ライブ2019

その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎音声パソコンステップアップ講座
2/17（日）

2/16（土）
13:30-15:30

13:00-16:30
2f 会議室

022-214-8887

〈入場〉
無料
〈問〉志伯暁子 090-6625-9834
死刑を考える日〜映画
「休暇」
上映会〜
2/17（日）
①10:45②13:00③15:15〈入場〉
無料
〈問〉工藤芳明 0223-29-4381

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）
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

022-377-8325

東北工業大学 建築学科・安全安心生活デザイン
学科 卒業制作展
2/22（金）̶2/27（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5f
〈入場〉
無料
〈問〉東北工業大学 建築学科／
笹本剛 022-305-3635
親と子と教師の絵画展
2/22（金）̶2/25（月）

10:00-18:30
6fa
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市私立幼稚園PTA連合会／
牛田和夫 022-268-5015
学校法人 北杜学園 仙台デザイン専門学校
第50回卒業制作展
2/22（金）̶2/26（火）
10:00-19:00(最終入場は18:30まで)

6fb
〈入場〉
無料
〈問〉学校法人北杜学園仙台デザイン専門学校／
阿部克江 022-722-8633

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
小森はるか＋瀬尾夏美 上映会
2/2（土）̶2/3（日）
2日12:00-21:00
3日12:00-18:00
〈入場〉
各回1000円、2日間通し券3000円
（上映
時間などの詳細はメールよりお問合せ下さい）
〈問〉
小森はるか komori.seo@gmail.com
平成30年度 仙台市自作視聴覚教材審査会
2/9（土）
13:30-

◎川俣正 仙台インプログレス 2018 活動報告展
2/1日（金）̶3/17日（日）

9:00-22:00
7f

〈入場〉
無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
その他
（館外会場）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎TALK 角尾舞 「デザインを伝えるということ」
2/6（水）

18:30-20:00
〈会場〉
FabLab SENDAI - FLAT
仙台市青葉区一番町2-2-8 IKIビル4-1
〈入場〉
無料、
定員20名（要事前申込）
〈問〉
FabLab SENDAI - FLAT／小野寺
info@flatjp.com ／022-797-5384(水・金・土
10:00-20:00 のみ受付)
◎TALK アートブックの編集とデザインの裏側
2/10（日）
13:00-14:30（12:30開場）
〈会場〉
THE6
仙台市青葉区春日町9-15 THE6 3 階
定員30名
（要事前申込）
〈入場〉
参加費:1,000円、
〈問〉一般社団法人Granny Rideto
gr@grannyrideto.com／080-9638-9852

〈入場〉
無料、
直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

◎展覧会 進化する
「野帳」
考古学者 河内一浩の記録生活
2/22（金）̶4/29（月・祝）※金・土・日・祝のみ

図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
利用者懇談会
2/2（土）

〈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、
直接会場へ
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

13:00-20:00

10:30-12:00
2f 会議室
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585
星博士のおもしろ宇宙のおはなし
〜宇宙も生きてるよ〜
（土）
2/２

14:30-15:30
2f 会議室
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585
おはなしパーク
2/16（土）

15:00-15:30
2f 会議室
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585

◎TALK「コトのアート研究所」
カフェトーク
2/23（土）

14:00-18:00
〈会場〉
アートインクルージョンファクトリー
仙台市青葉区一番町3-8-14
スズキアバンティビル3F
〈入場〉
無料、
定員30名先着
〈問〉一般社団法人 MMIX.Lab／山田

070-6970-1976 / info@mmix.org
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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

おはなしぴよぴよ
2/27（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
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

