2021年2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12月28日現在の情報です。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、止むを
得ず中止や、
内容が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。

5f 6f ギャラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
2021仙萩会書展
1/30（土）̶2/3（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fa
〈入場〉無料
〈問〉仙萩会／濱田 022-251-3215
第9回翔雲書展
1/30（土）̶2/2（火）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fc
〈入場〉無料
〈問〉翔雲会／建部 022-365-9452
オリヴィエーロ・トスカーニ写真展 NAKED
1/30（土）̶2/3（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

6f
〈入場〉無料
〈問〉仙台市文化観光局スポーツ振興課

022-214-8763

2月の休館日とお知らせ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
25日（木）

開館時間のご案内
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク

仙台市民図書館（ 2・3・4f ）,
映像音響ライブラリー（ 2f)
（月）
、
（月）
、
（金）
、
（月）
、
（月）
、
1日
8日
12日
15日
22日
25日（木）
（金）
―2/3
（水）
仙台市民図書館蔵書点検 1/29
映像音響ライブラリー蔵書点検 2/2
（火）
―2/3
（水）

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。

宮城学院女子大学 生活文化デザイン学科展ー
2020年度 卒業論文・卒業設計展ー
2/6（土）̶2/10（水）
10:00-19:00（最終日は14:00まで）

第31回一般社団法人日本写真作家協会会員展・
第18回公募展（JPA展）
2/27（土）̶3/2（火）

5fc
〈入場〉無料
〈問〉宮城学院女子大学 生活科学部 生活文化デ
ザイン学科／亀谷 022-277-6153
東北生活文化大学生活美術学科第53回卒業制
作展
2/12（金）̶2/17（水）
10:00-17:00（最終日は15:00まで）

5fab
〈入場〉無料
〈問〉東北生活文化大学美術学部美術表現学科

022-272-7519

10:00-18:00
5fc
〈入場〉無料
〈問〉東日本大震災の記録実行委員会／鈴木

090-8008-6003
2020東北工業大学産業デザイン学科 卒業制作展
2/19（金）̶2/24（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）
5f
〈入場〉無料
〈問〉東北工業大学産業デザイン学科事務

022-304-5560

専門学校日本デザイナー芸術学院 卒業制作展

親と子と教師の絵画展

2/19（金）̶2/23（火）
10:00-18:00
6fa

「第24回 ピュア・ハーツ アート展」
2/5（金）̶2/10（水）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

6fb
〈入場〉無料
〈問〉仙台市知的障害者芸術文化協会／千田

022-394-5206

10:00-18:00
6fa
〈入場〉無料
〈問〉
（一社）
日本写真作家協会／梅津

090-8784-3058

1f オープンスクエア
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
DOREME卒業制作ファッションショー
2/10（水）̶2/11（木）

10:00-18:00
〈入場〉無料
〈問〉
ファッション文化専門学校DOREME／菅野

022-222-5221
絵画 東日本大震災の記録展
2/12（金）̶2/16（火）

2/5（金）̶2/9（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）英智学園専門学校日本デザイナー芸術
学院／小松 022-299-1641

9:00-20:00

〈入場〉無料
〈問〉仙台市私立幼稚園PTA連合会／牛田

022-268-5015
東北工業大学建築学科・生活デザイン学科卒業
研修展
2/26（金）̶3/3（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

we are Tech.c sendai
2/19（金）̶2/21（日）
10:00-18:00
〈入場〉無料
〈問〉仙台デザイン＆テクノロジー専門学校／渡辺

022-292-2110
東日本大震災10年被災地図書館震災アーカイブ
企画展「10万冊が語りかける 東日本大震災〜
『震災記録を図書館に』
キャンペーン〜」
2/27（土）̶2/28（日）
27日 10:00-17:00 28日 10:00-16:00
〈入場〉無料
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎ショートピース！仙台短篇映画祭2020
2/14（日）、2/20（土）̶2/21（日）
11:00-（プログラムによって異なります）
〈入場〉〉1プログラム券 一般1,000円 高校生
生以下800円
〈問〉仙台短篇映画祭実行委員会
info@shortpiece.com
090-2996-9490（19:00-21:00）
http://www.shortpiece.com

5f
〈入場〉無料
〈問〉東北工業大学建築学科／笹本

022-305-3635

「あのときの王子くん」
リーディング
2/28（日）
（1）14:00-16:00（2）18:00-20:00（各回20分
前開場、途中休憩あり）
〈入場〉一般2,000円 学生1,000円 高校生500円
中学生以下無料
〈問〉劇団鳥や／白鳥 090-8255-6304

裏面につづきます

7f スタジオ
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎せんだいメディアテーク クロノロジー 2001-2021
1/8（金）̶2/24（水）※1/28（木）は休み

9:00-20:00
7f ラウンジ
〈入場〉無料
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483

2f ライブラリー
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おはなしパーク
2/20（土）
15:00-15:20
2f 会議室
〈入場〉無料、幼児-小学校低学年向け
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585
おはなしぴよぴよ
2/24（水）
（1）
10:00-10:20（2）10:40-11:00
（3）
11:20-11:40
2f 会議室
）2）
〈入場〉無料、
（1（
2-3歳児向け（3）
4か月-1歳児向け
〈問〉仙台市民図書館 022-261-1585

その他
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎テトラとリリック 仙台から見る海洋プラスチッ
クのいま
（仮）
※2/25
（木）
は休み
1/29（金）̶3/24（水）

9:00-20:00
1f 南面
〈入場〉無料
〈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
電話 022-713-3171
ファクス 022-713-4482

office@smt.city.sendai.jp
www.smt.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

