
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
アートファンタジア2018 石巻 東松島 仙台　　 
〝3.11 DISCUSSION〟
11/1（木）
12:30-16:00

〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉（株）スペース・クリエイティブ／佐久間智子
　080-5460-2855　　

歌とピアノで織りなす音楽のおくりもの
11/2（金）
18:30-（開場18:00）
〈入場〉大人2,000円　小・中学生1,000円（要事
前申込）
〈問〉有限会社リディアル「クロワッサンの店」仙台
店／宮田達雄　022-721-9683　　

第７回薬物乱用防止・防煙キャンペーン in 
Sendai
11/4（日）
10:00-16:00

〈入場〉無料
〈問〉一般社団法人仙台市薬剤師会／渡邊珠基　
022-391-1150　　

は～とふるシニアファッションショー 
～うきうきライフ 第11回～
11/6（火）
開演14:30（開場14:00）
〈入場〉無料
〈問〉うきうきライフ／金澤キミ子　
090-2959-7284　　

ROTH BART BARON  "HEX"TOUR 
2018-2019
11/10（土）
開演18:00（開場17:00）
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉株式会社クールマイン（平日11:00-19:00）
022-292-1789　　

第７回医家芸術祭音楽部門
11/11（日）

12:25-17:00（開場12:00）
〈入場〉無料
〈問〉一般社団法人仙台市医師会／鈴木智也　
022-227-1531　　

スポーツシンポジウム
11/12（月）
18:00-20:30

〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉河北新報社／営業局営業部　佐藤琢雄　
022-211-1413　　

百年の杜づくりフォーラム
11/15（木）
18:00-20:30

〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉仙台市建設局百年の杜推進課／藤原伸広　
022-214-8389

血糖値が高めの人のための講演会
11/16（金）
13:30-15:30

〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉糖尿病サロン事務局　022-224-5535

税の絵はがき展
11/17（土）
12:00-15:30

〈入場〉無料
〈問〉公益社団法人仙台北法人会／下條三男　
022-263-0151　　

東北工業大学建築学科テクノフォーラム
「建築家 藤本壮介講演会」
11/18（日）
14:00-16:00（予定）
〈入場〉無料
〈問〉東北工業大学工学部建築学科／福屋粧子　
022-305-3610　　

みやぎコールセンター協議会 
第14回オペレーターコンテスト
11/21（水）
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／小川美嘉　
022-212-6221　　

マンションリフォーム博
11/23（金）―11/25（日）
 23日15:00-20:00

 24日10:00-20:00

 25日10:00-17:00

〈入場〉無料
〈問〉住友不動産株式会社／マンション新築そっく
りさん　022-713-7201

　　
アーキテクツウィーク2018
11/27（火）―11/30（金）
10:00-19:00

〈入場〉無料
〈問〉公益社団法人日本建築家協会東北支部宮城
地域会／佐藤克枝　022-225-1120　

5f 6f ギャラリー
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾　
現在―いま―展 2018 同時開催「東北学生選抜
展 HATSUGA2018」（絵画・陶芸・版画等）
11/2（金）―11/7（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　　

◎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

〈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

◎ヒスロム　仮設するヒト　ギャラリーツアー
11/3（土祝）、11/17（土）、12/8（土）
※11/3（土祝）はヒスロムも参加
14:00-16:00

6f

〈入場〉展覧会チケット（当日分）半券必要、開始時
間前に6f入口集合、事前申込不要
〈問〉せんだいメディアテーク　022-713-4483

第41回医家芸術祭 第19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
11/9（金）―11/14（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／熊谷千穂　
022-227-1531　　

村田洋子個展-夢の道・50年の道程（絵画）
11/16（金）―11/21（水）
10:00-18:30（最終日は17:00まで）
5fa

〈入場〉無料
〈問〉／村田洋子　022-229-5154

11月の休館日
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
せんだいメディアテーク（全館）
11月22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（月）、12日（月）、
19日（月）、22日（木）、26日（月）

2018年11月
催し案内 ウェブサイト

www.smt.jp

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。 

裏面につづきます



第25回大翔会東北地区展（絵画）
11/16（金）―11/21（水）
10:00-18:00(最終日は16:00まで)

5fb2

〈入場〉無料
〈問〉大翔会美術連盟／吉岡寛　022-306-1631

　　
第19回T家の恐るべき子どもたち展（絵画・彫刻・
工芸等）
11/16（金）―11/21（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）
5fc

〈入場〉無料
〈問〉T展事務局／千葉卓也　022-272-7519　
　
スイスからの贈り物　ーこども芸術の村5周年記
念展ー（こども向けアートワークショップ・活動事
例等の展示）
11/23（金）―11/25（日）
10:00-18:00

5fa

〈入場〉無料
〈問〉「こども芸術の村」プロジェクト／倉茂麻子　
022-266-8045　　

佐藤象雲書作展
11/23（金）―11/28（水）
10:00-18:00(最終日は16:00まで)

5fb,5fc1

〈入場〉無料
〈問〉宮城野書道会／佐藤象雲　022-256-0827

　　
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
11/30（金）―12/4（火）（※川開書道展は12/3(月)

まで）
10:00-18:00

5f

〈入場〉無料
〈問〉日院書道会／阿部宗鶴　022-266-8946　
　

7f スタジオシアター
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
HEAL「奇跡の治癒力」仙台プレミア上映会
11/4（日）
 ①10:30-13:00（開場10:00）
 ②14:00-16:45（開場13:30）
〈入場〉2,000円（前売券のみ）
〈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 第22回大会
11/11（日）
13:00-16:00

〈入場〉500円
〈問〉日本笑い学会東北支部／坂本宏一　
022-386-3517　　

相続セミナー
11/18（日）
13:30-16:00

〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉宮城県司法書士会／　022-263-6755

　　
石井桃子さんドキュメンタリー映画上映会 
子どもに本を―石井桃子の挑戦Ⅲかつら文庫
11/23（金）

13:30-15:30（開場12:30）
〈入場〉一般1,000円、大学生・専門学生500円、
高校生以下無料
〈問〉子ども読書コミュニティープロジェクトみやぎ
／尾形陽子　022-368-6280　
　
平成30年度宮城県CLT等普及推進協議会　
第4回勉強会
11/30（金）
10:00-16:30（開場9:30）
〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉宮城県CLT等普及推進協議会／久本真大　
022-225-5991　　　

7f スタジオ 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎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
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

◎考えるテーブル　てつがくカフェ
11/25（日）
15:00-17:30

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　
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会
11/8（木）
①10:00-10:40、②11:00-11:40

2f　会議室
〈対象〉0歳児(4ヶ月以上)と保護者
〈入場〉無料（要事前申込、10/11（木）10:00より
電話または直接図書館2階カウンターまで）定員
各回先着15組
〈問〉仙台市民図書館　022-261-1585

おはなしパーク
11/17（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
11/28（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

健康講座「太郎さんがホンネで語る歯の話」
～行動科学から考える歯科治療最前線～
11/28（水）
14:00ｰ15:45

7f 会議室ab

〈入場〉無料（要事前申込、11/8（木）10:00より
電話または直接図書館まで） 定員先着40名
〈問〉仙台市民図書館　022-261-1585

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

その他
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
◎シネバトル　トークサロン
11/28（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

◎音声パソコン入門講座
11/10（土）-11/11（日）
13:00-17:30

2f　会議室
〈入場〉無料（要事前申込、11/2（金）まで） 定員6

名程度、多数の場合は初心者優先
〈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①
ワークショップ「あなたの窓の物語を書く」
11/4（日） 
14:00-17:00

〈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、要事前申込
〈問〉TRAC　artnodeTRAC@gmail.com

◎展覧会「とある窓」関連イベント② 
ゲストトーク（五十嵐太郎氏）
11/10（土） 
19:00-21:00

〈会場〉東北リサーチとアートセンター（TRAC）　
〈入場〉参加費：500円、定員20名
〈問〉TRAC 022-397-7256（開室時間内）

◎展覧会「とある窓」関連イベント③
アトリエ「聞いた風景を描く」
11/18（日） 
14:00-17:00

〈会場〉東北リサーチとアートセンター（TRAC）　
〈入場〉参加費：500円、定員20名、 要事前申込
〈問〉TRAC　artnodeTRAC@gmail.com

◎展覧会「とある窓」関連イベント④
てつがくサロン「風景ってなんだろう？」
11/28（水） 
19:00-21:00

〈会場〉東北リサーチとアートセンター（TRAC）　
〈入場〉参加費：500円、定員20名
〈問〉TRAC 022-397-7256（開室時間内）

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
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




