2019年9月

催し案内

ウェブサイト

9月の休館日
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
9月26日（木）
仙台市民図書館（ 2・3・4f ）,
映像音響ライブラリー（ 2f)
9月2日（月）、9日（月）、17日（火）、24日（火）、
26日（木）、30日（月）

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。

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7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。
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

第56回宮城県芸術祭テーマイベント
「結い〜次代へ〜」
9/22（日）

13:00〈入場〉
無料
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

022-261-7055

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第4回 中心部震災メモリアル拠点検討委員会
9/1（日）

9/23（月）
12:30-15:30
〈入場〉
無料
〈問〉
きょうされん宮城／鷲見

090-9740-7799

15:00-17:00
〈入場〉
無料
〈問〉仙台市防災環境都市・震災復興室／黒坂

022-214-1117
◎第29回定禅寺ストリートジャズフェスティバル

in SENDAI
9/6（金）̶8（日）
6日 前夜祭コンサート 18:30-20:00（予定）
7日、8日 11:00-20:00

〈入場〉
無料
（前夜祭コンサートのみ要事前申込）
〈問〉定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会
022-722-7382（平日10:00−18:00）
公式サイト http://www.j-streetjazz.com/
◎ショートピース！仙台短篇映画祭2019
9/14（土）ー9/16（月）
11:00-（プログラムによって異なります）
〈入場〉
有料
（一部のプログラムは無料）
〈問〉仙台短篇映画祭実行委員会

info@shortpiece.com
080-3142-1458（留守電折り返し）
公式サイト http://www.shortpiece.com

第23回JIA東北建築学生賞公開審査会
9/27（金）

12:30-18:00
〈入場〉
無料
〈問〉
公益社団法人日本建築家協会東北支部／
相田 022-225-1120
奇跡のパネル展〜津波から助かった人、
ガンから
助かった人 他〜
9/29（日）
10:00-16:00
〈入場〉
無料
〈問〉
宗教法人 神霊教
（武田）
東京本庁 03-3584-7347
連絡所 022-387-6823（宍戸）

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

022-289-7611
第2回 蒼原社 現代書展
9/6（金）̶9/11（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fc
〈入場〉無料
〈問〉
蒼原社／尾形

080-1165-1307

第71回毎日書道展東北仙台展
9/13（金）̶9/18（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
6f,5f
〈入場〉500円(大学生以下、
70歳以上無料)

022-222-5972

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
2019日洋会東北支部展（絵画）
8/30（金）̶9/4（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

第56回宮城県芸術祭書道展
9/20（金）̶9/25（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

〈入場〉
無料
〈問〉
日洋会東北支部／小山田 0229-22-0599
第36回産経国際書展東北展
8/30（金）̶9/4（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
〈入場〉
無料
〈問〉
産経国際書展東北展実行委員会／建部

022-365-9452

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

〈入場〉無料
〈問〉
新芸術協会 東北支部／大内

〈問〉
毎日書道展東北仙台展事務局／大谷

5f
第60回東北大学リベラルアーツサロン
取り扱い注意な生物多様性
9/20（金）

第38回 新芸術 東北展（絵画）
9/6（金）̶9/11（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
5fa,5fb

5f 6f ギャラリー

6fa
第168回東北大学サイエンスカフェ
がんを免疫で治す
9/18（水）

6fb
〈入場〉無料
〈問〉
スペース・ゼロ／北口 03-3375-8741
（受付時間 平日10:00-17:00）

宮城アピール大集会

1f オープンスクエア

全労済ホール／スペース・ゼロ30周年記念
未来抽象芸術展＆Zero-K
（ゼロ・ケルビン）
「やなせたかしのメルヘン絵本」
タペストリー展
9/6（金）̶9/11（水）
10:00-19:00（最終日は16:00まで）

第32回日本の自然を描く展 仙台展
（絵画）
9/6（金）̶9/11（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）
6fa

6f,5fb,5fc
〈入場〉一般500円、65歳以上・大学生250円
（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

022-261-7055
第56回宮城県芸術祭華道展
9/20（金）̶9/25（水）
10:00-18:00（22日（日）、最終日は17:00まで）

5fa
〈入場〉一般500円、65歳以上・大学生250円
（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

022-261-7055

〈入場〉
無料
〈問〉
公益財団法人 日本美術協会 上野の森美術
館／野村 03-3833-4191
裏面につづきます

絵画
第56回宮城県芸術祭彫刻展・彫刻公募展、
展（公募の部）
9/27（金）̶10/2（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

6f
〈入場〉一般500円、
65歳以上・大学生250円（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

022-261-7055
第56回宮城県芸術祭工芸展
9/27（金）̶10/2（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

5fa
〈入場〉一般500円、
65歳以上・大学生250円（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

022-261-7055
第56回宮城県芸術祭写真展・写真公募展
9/27（金）̶10/2（水）
10:00-18:00（最終日は17:00まで）

5fb,5fc
〈入場〉一般500円、
65歳以上・大学生250円（高
校生以下無料）
〈問〉
公益社団法人宮城県芸術協会

022-261-7055

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
＃とびだす保育園special！
わくわくがナイト
『＃未来の私へ』
〜いのちのはじ
まり 上映会〜
9/6（金）
18:30-21:10（開場18:10）
学生1,300円
（要事前申込）
〈入場〉一般2,000円、
※当日入場も可
〈問〉
のいえ保育園 022-393-9737
東北工業大学映画研究愛好会 制作映画上映会

9/11（水）
13:00〈入場〉無料
〈問〉
東北工業大学映画研究愛好会／鞠子

kanousei_rx0@yahoo.ne.jp
◎ショートピース！仙台短篇映画祭2019
9/14（土）ー9/16（月）
10:45-（プログラムによって異なります）
〈入場〉有料（一部のプログラムは無料）
〈問〉
仙台短篇映画祭実行委員会

info@shortpiece.com
080-3142-1458（留守電折り返し）
公式サイト http://www.shortpiece.com
信田さよ子先生 仙台講演会

9/21（土）
14:00-16:00（開場13:40）
〈入場〉
1,000円（要事前申込）
〈問〉
特定非営利活動法人ソイプラム／吉田

022-279-4259

英語好きですか？〜子ども達の未来のために今で
きること〜松香洋子講演会
9/22（日）
14:00-16:00（開場13:30）
〈入場〉
無料（要事前申込）
〈問〉
仙台英語指導者研究会／事務局

◎シネバトル トークサロン
9/25（水）

18:30-19:30
2f 映像音響ライブラリー特設会場
〈入場〉
入場無料 参加自由
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

setseminar@gmail.com
なんだりかんだりの会
（仙台弁の語りと朗読）
9/29（日）

13:30-15:30
〈入場〉
無料
〈問〉
なんだりかんだりの会／黒田

090-1067-3518

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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
7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎展示 民話 声の図書室 2011・3・11
大津波に襲われた沿岸集落で、かつて聞いた
いいつたえ むかしばなし はなし その７
牡鹿郡女川町周辺の民話
7/6（土）―9/1（日）

ウェブサイト

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

図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おはなしパーク
9/21（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
9/25（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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎TALK
「生きづらさを離脱する〜スペース、
コミ
ューン、
アナーキー」
9/14（土）

15:00-17:00
スタジオ開墾
（仙台市若林区卸町2丁目15-6）
〈入場〉
参加料1000円、
要事前申し込み
（定員50
名）
〈問〉
スタジオ開墾 info@kaikon-sendai.com
022-353-5135（月曜定休・臨時休業あり）
◎活版印刷ワークショップ
9/8（日）

10:30-16:00
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

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

