3月の休館日

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
3月26日（木）

2020年3月

仙台市民図書館（ 2・3・4f ）,
映像音響ライブラリー（ 2f)
3月2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）、26日
（木）
、30日
（月）

催し案内

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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2020年3月2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

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
共徳丸と海
【開催中止】
3/1（日）

13:00-

〈入場〉
無料
〈問〉SENDAI egao LABO／小野寺

絆力を活かした震災復興支援事業報告会＆交流会

3/25（水）
10:00-17:00

〈入場〉
無料
〈問〉公益財団法人地域創造基金さなぶり／鈴木

022-748-7283
熊谷和徳＆TAP the FUTURE in SENDAI
第13期末公演ファイナル
『MY Rhythm』
新たな旅立ちへ
【開催中止】
3/28（土）̶3/29（日）
28日 19:00-20:30、29日 15:00-16:30（開場時
間は開演の30分前）
〈入場〉
前売:一般4000円、
中学生以下2000円
当日:一般4500円、
中学生以下2500円
〈問〉TAP the FUTURE in SENDAI実行委員会

090-2848-9150

090-5589-0189

◎せんだいデザインリーグ2020
卒業設計日本一決定戦 公開審査
3/8（日）

5f 6f ギャラリー

15:00-20:00

【開催中止】

〈入場〉
無料、要事前申込
〈問〉
仙台建築都市学生会議 080-3192-7064
（電話受付時間10:00−21:00）
◎星空と路
3/11（水）―3/15（日）

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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
2/28（金）̶3/4（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5f

【開催中止】

9:00-18:30

※3/17（火）―4/19
（日）7f ラウンジでも展示
〈入場〉
無料・申込不要・出入自由
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
第171回 東北大学サイエンスカフェ
思わず応援したくなるNPOとは?!
〜社会貢献アクションを促す情報の見せ方〜
3/18（水）

18:00-19:45

【開催中止】

【開催中止】

〈入場〉
無料
〈問〉
東北大学 022-217-5132

仙台市既存放射光施設活用事例創出事業
（トライアルユース事業）
成果発表会
3/19（木）
【開催中止】
18:00-19:30
〈入場〉
無料
（要事前申込）
※当日参加可
〈問〉仙台市経済局産業政策部／高橋

022-214-8263
JIA東北学生卒業設計コンクール2020
3/23（月）
11:00-16:00

〈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

〈入場〉
無料
〈問〉東北工業大学建築学科／笹本

022-305-3635
東北工業大学クリエイティブデザイン学科
卒業制作展2019
2/28（金）̶3/4（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

6f

〈入場〉
無料
〈問〉東北工業大学クリエイティブデザイン学科／
古川 080-5574-8647
◎せんだいデザインリーグ2020
卒業設計日本一決定戦 作品展示
3/8（日）̶3/15（日）

【開催中止】
10:00-19:00
（初日は9:00開場、最終日は15:00まで）
5f,6f
〈入場〉
無料
〈問〉仙台建築都市学生会議 080-3192-7064
（電話受付時間10:00−21:00）
第30回カフセ展
3/20（金）̶3/25（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fa2

〈入場〉
無料
〈問〉菊地正則絵画教室／菅原 080-1836-9591

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。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため
図書サービスの一部休止・制限を行います。
期間 3月3日
（火）ー 3月15日
（日）
東北大学学友会美術部五人展
3/20（金）̶3/25（水）
10:00-19:00（最終日は15:00まで）

5fc2

〈入場〉無料
〈問〉
森内 090-5718-1787
仙台二華中学校・高等学校 美術部展
「二つ展2020」
【開催中止】
3/20（金）̶3/25（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

6fa

〈入場〉無料
〈問〉
宮城県仙台二華中学校高等学校美術部／
横沢 022-296-8101
第11回フォト・バイオグラフィー「道」
3/28（土）̶4/1（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）
5fa2

〈入場〉無料
〈問〉
医療法人社団初心会 杜のホスピタル・あおば
／大友 022-718-8871
東北学生写真展

【開催中止】

3/28（土）̶4/1（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 090-7528-1270
第3回香瓔東北書展
3/28（土）̶4/1（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

6fb

〈入場〉無料
〈問〉
書道香瓔会／堀内 080-5223-1957

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
第67代東北学院大学映画部弥生上映会
3/1（日）
11:00-（開場10:30）
〈入場〉無料
〈問〉
東北学院大学映画部 080-1663-4884
◎星空と路 上映と対話
「忘れまじ この悲しみを––––東日本大震災
山元町の記録」
【開催中止】
3/14（土）

10:30-12:00

〈入場〉無料、
申込不要、
出入自由
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
裏面につづきます

◎星空と路 上映と対話
中野伝承プロジェクト 第1弾インタビュー映像
『日和山と中野小太鼓』
完成祝賀会
3/14（土）

13:30-15:30

【開催中止】

〈入場〉無料、
申込不要、
出入自由
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎星空と路 上映と対話
「8年後の飯舘村調査」
3/15（日）

【開催中止】

10:30-12:00

〈入場〉無料、
申込不要、
出入自由
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎星空と路 上映と対話
相馬クロニクルダイアログ第7回
テーマ
「伝えたかったこと」
3/15（日）

14:00-16:30

【開催中止】

〈入場〉無料、
申込不要、
出入自由
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
第2回mpi宮城キラキラパートナー会合同発表会
3/21（土）

14:00-16:00

【開催中止】

〈入場〉無料
〈問〉
有馬 022-399-7389
東北大学学友会映画部春季上映会
3/28（土）

13:00-16:30

〈入場〉無料
〈問〉
東北大学学友会映画部／蝶野

080-6089-1509
宮城ビデオアトリエ映像作品発表会

3/29（日）
13:20-16:30（予定）

【開催中止】

〈入場〉無料
〈問〉
宮城ビデオアトリエ／及川

080-1840-5866
7f スタジオ

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎KADAN Bridge／いろとりどりの掛け違い
1/11（土）―3/14（土）

図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
外国絵本のおはなし会
（ナイジェリア編）
3/1（日）

10:30-11:00
2f 会議室

【開催中止】

〈入場〉無料
〈問〉
仙台市民図書館 022-261-1585
おはなしパーク
3/21（土）

【開催中止】

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
【開催中止】
3/25（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
紙芝居おはなし会
【開催中止】
3/28（土）
①14:00-14:30
（幼児向け）
②15:00-15:30
（幼児〜小学校低学年向け）
2f 会議室
〈入場〉無料
〈問〉
仙台市民図書館 022-261-1585

13:00-20:00

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

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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
ウェブサイト

www.smt.jp

◎しらべの細道vol.5 がけっぷちの防空壕
3/6（金）―3/29（日）※金土日のみ開室

13:00-20:00

◎防空壕のいま
（
「がけっぷちの防空壕」展 関連トーク）
3/8（日）

◎星空と路
3/17（火）―4/19（日）

〈入場〉無料、参加自由
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

【終了】

◎川俣正／仙台インプログレス2019 活動報告展
1/24（金）―3/25（水）

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

【開催中止】

18:30-19:30
2f 映像音響ライブラリー特設会場

※2/23トーク開催時は展示をご覧いただけません
〈会場〉
東北リサーチとアートセンター
（通称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〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

〈会場〉
東北リサーチとアートセンター
（通称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〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

9:00-22:00
7f

◎シネバトル トークサロン
3/25（水）

その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎しらべの細道vol.4 東海林恵史の東北鉱山突入記
2/7（金）―3/1（日）※金土日のみ開室

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

◎活版印刷工房活動日
（見学自由）
3/8（日）
【開催中止】
②13:30-16:00
①10:30-12:00、
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

13:30-15:30

【開催中止】

〈会場〉
東北リサーチとアートセンター
（通称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、
要事前申込
（先着順）
。
2020年2月6日
10時より電話とメールにて受付。定員20名。催し名
（防空壕トーク）
、
氏名、
電話番号をお伝えください。
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

artnode@smt.city.sendai.jp

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

