4月の休館日

2019年4月

催し案内

ウェブサイト

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2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。
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

1f オープンスクエア
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
病院薬剤師によるお薬なんでも相談会
4/6（土）
11:00-16:00

〈入場〉
無料
〈問〉宮城県病院薬剤師会 会員委員会／
大竹隆晴 0224-25-2145
第10回国際イノベーションコンテストiCAN'19
国内予選
（国際ナノ・マイクロアプリケーション
コンテストiCAN'19）
4/14（日）

10:00-15:30

〈入場〉
無料
〈問〉MEMSパークコンソーシアム／
大友康博 022-214-8263
東北大学サイエンスカフェ
4/19（金）

18:00-19:45

〈入場〉
無料
〈問〉東北大学 022-217-5132
◎とっておきの音楽祭2019 スペシャルライブ
4/21（日）

13:00-14:00

〈入場〉
無料、
直接会場へ
〈問〉
とっておきの音楽祭実行委員会SENDAI

022-265-0980
◎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（最終日は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

022-387-0656

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
4月25日（木）
仙台市民図書館（ 2・3 ・4f ）,
映像音響ライブラリー（ 2f)
4月1日（月）、8日（月）、15日（月）、
22日（月）、25日（木）

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第7回 アトリエ光彩舎教室合同展
3/29（金）―4/3（水）
10:00-18:00(最終日は16:30まで)
5fa

〈入場〉
無料
〈問〉
アトリエ光彩舎／柴田治

090-6224-4036

森英子展
3/29（金）―4/3（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fb

〈入場〉
無料
〈問〉
森英子 022-295-0306
東北学生写真展
3/29（金）―4/3（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5fc

〈入場〉
無料
〈問〉東北学生写真展／代表 090-7560-9453
「ちょっと森においでよ」XⅥ 森の仲間の写真展
4/5（金）―4/10（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

5fb2

〈入場〉
無料
〈問〉
「森の時間」写真倶楽部／
桜井洋次 022-345-5256
龍生派宮城県支部いけばな展
4/13（土）―4/15（月）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

5fa,5fb

〈入場〉
無料
〈問〉龍生派宮城県支部／
大久保ゆり子 022-241-7480
おりおりいろいろⅦ
4/19（金）―4/24（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

5fa2

〈入場〉
無料
〈問〉
染織工房 琉／中村鉄弥 090-5574-0781
原始布・古代織展
「みちのくの三大刺子にふれる」
4/19（金）―4/23（火）
10:00-18:00（最終日は13:00まで）

5fc2

〈入場〉
無料
〈問〉原始布織工房、
出羽の織座／
山村幸夫 0238-22-8141

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。

第29回日本写真作家協会会員展
第16回日本写真作家協会公募展
4/19（金）―4/24（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

6fa

〈入場〉
無料
〈問〉
一般社団法人 日本写真作家協会／
梅津聡 090-8784-3058
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

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
今、小林多喜二に学ぶ
ーふたたび、
戦争と暗黒政治を許さないためにー
4/6（土）
14:00-16:00

〈入場〉
500円（資料代）
〈問〉
小野ともみ 022-365-1319

Be Holistic IN Sendai

〜ホリスティックに生きよう〜
4/7（日）

10:30-16:30

〈入場〉
4000円（要事前申込）
〈問〉
一般財団法人平田ホリスティック教育財団／
平田進一郎 044-820-6895
日本笑い学会東北支部
「笑学校８１」
4/14（日）

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

JIA宮城 総会・新人賞受賞講演
4/18（木）
講演 15:00-（開場14:30）

〈入場〉
無料
〈問〉
（公社）
日本建築家協会東北支部
宮城地域会／佐藤克枝 022-225-1120
日本写真作家協会・日本写真著作権協会共催
著作権セミナー
4/20（土）

13:30-

〈入場〉
無料
〈問〉
一般社団法人 日本写真作家協会／
梅津聡 090-8784-3058
裏面につづきます

img＠tohtech FilmFes.18/19
4/20（土）
18:45-21:15（開場18:30、終了時刻は予定）
〈入場〉無料
〈問〉
猿渡学 080-3336-1482
下村健一氏講演会
「情報に踊らされないための㲉４つのギモン㲊」
4/21（日）
14:00-16:00（開場13:30）
〈入場〉
1000円（要事前申込）
〈問〉
ことばの貯金箱
「夢」
プロジェクト

yumeyume2019@yahoo.co.jp
◎映像の仙台史 2
4/29（月祝）
①11:00-12:00
②14:00-15:30
〈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）
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
「野帳」
◎しらべの細道vol.3 展覧会 進化する
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

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、直接会場へ
〈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

7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎星空と路 ーこれまでの記憶、
これからの記録ー
3/13（水）―4/21（日）

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
図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おはなしパーク
4/20（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
4/24（水）
①10:10-10:40
（2-3歳児向け,先着20組）
（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
春の特別おはなし会
4/24（水）

15:00-15:45
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
わたしのイチ押し映画
（シネ）
はコレよ！ Vol.25
4/24（水）

18:30-19:30
2f 映像音響ライブラリー特設会場

〈入場〉無料
〈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

