2019 年6月

催し案内

ウェブサイト

www.smt.jp

6月の休館日
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
せんだいメディアテーク
（全館）
6月27日（木）
仙台市民図書館（ 2・3 ・4f ）,
映像音響ライブラリー（ 2f)
6月3日（月）、10日（月）、17日（月）、
24日（月）、27日（木）

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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4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。
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

幼児虐待から子どもを救うシンポジウム
6/22（土）
10:00-17:30
〈入場〉
無料
〈問〉
幼児虐待・子どもを道連れにした心中をなく
す会／松田貴 090-3641-3464

1f オープンスクエア

〈入場〉
無料
〈問〉
東北大学 022-217-5132

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎第19 回とっておきの音楽祭2019
6/2（日）

10:00-17:00

〈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
伊達な地図づくりin宮城
6/8（土）

第165回 東北大学サイエンスカフェ
地球の中はどんな世界？＆鉱物のフシギ
6/28（金）

18:00-19:45

5f 6f ギャラリー

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
支部蘭蹊一門・創書展 令和暮らしの書
6/1（土）̶6/5（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）

5fa

〈入場〉
無料
〈問〉
楽書工房／支部蘭蹊 090-2882-3866

10:30-16:15

〈入場〉
無料
〈問〉公益社団法人宮城県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会／西條宗夫 022-263-0388
定禅寺通パブリックミーティング
6/9（日）

14:00-16:00

〈入場〉
無料
〈問〉仙台市まちづくり政策局定禅寺通活性化室
／鹿中律良 022-214-1255
華道家元池坊仙台橘支部 花展
6/15（土）̶6/16（日）
10:00-18:00
〈入場〉
無料
〈問〉華道家元池坊仙台橘支部／小原琴江

090-7794-9345
ICT フェアin東北2019
6/18（火）̶6/19（水）
10:00-17:00（最終日は16:30）

〈入場〉
無料
〈問〉東北総合通信局 022-221-0609
第7回仙台国際音楽コンクール関連コンサート
ヴァイオリン部門出場者によるチャレンジャーズ・
ライヴ
6/20（木）

19:00-20:30

〈入場〉
無料
〈問〉公益財団法人仙台市市民文化事業団 音楽
振興課 022-727-1872

草月会宮城県支部 いけばな展

6/7（金）̶6/12（水）
10:00-19:00（7日は13:00-、9日は16:00まで、
12日は16:30まで）※入場は30分前まで
6f
〈入場〉
800円
〈問〉
草月会宮城県支部／山田美堂

022-375-3166
墨千会 仙台教室作品展（水墨画）

6/14（金）̶6/19（水）
10:00-17:00（最終日は15:00まで）
5fa2

〈入場〉
無料
〈問〉
墨千会／矢口昭子 022-278-3888
第66回 ドクター画会展（絵画）
6/14（金）̶6/19（水）
10:00-19:00（最終日は17:00まで）

5fb

〈入場〉
無料
〈問〉
ドクター画会／伊東邦久

022-782-2322

ポジャギ教室 喜褓（韓国手芸）
6/14（金）̶6/19（水）
10:00-18:00(最終日は17:00まで)

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44回 東北現代工芸美術展
6/14（金）̶6/19（水）
10:00-18:00（最終日は16:00まで）
6fa
〈入場〉300円
（高校生以下・障がい者手帳をお持
ちの方は無料）
〈問〉
現代工芸美術家協会 東北会事務局／菊池
房江 0198-45-3155、仙台事務局／大江文彦

022-393-7715
71回三軌展東北展（絵画、彫刻、工芸、写真）
6/21（金）̶6/25（火）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）
5fa,5fb
〈入場〉500円
〈問〉
三軌会 宮城支部／菅原明男

022-351-5807
第5回二科東北支部連合展
（絵画）
6/21（金）̶6/25（火）
10:00-18:00（最終日は15:00まで）

6fa

〈入場〉無料
〈問〉
二科東北支部連合／及川英之

090-2993-8008
ライフワークテン２０
（絵画、彫刻、陶芸、
写真など）
6/29（土）̶7/3（水）
10:00-19:00(最終日は17:00まで)

5fa

〈入場〉無料
〈問〉
LIFE WORK EXHIBITION／沼倉

090-6119-5107
東北大学学友会写真部六月展
6/29（土）̶7/3（水）
10:00-19:00(最終日は17:00まで)

5fb

〈入場〉無料
〈問〉
東北大学学友会写真部／門口

080-9631-6106
全国和紙ちぎり絵仙台サークル展

6/29（土）̶7/3（水）
10:00-17:00（最終日は15:00まで）
5fc

〈入場〉無料
〈問〉
全国和紙ちぎり絵仙台サークル／齊藤悦子

090-6623-6870

5fc2

〈入場〉
無料
〈問〉
ポジャギ教室 喜褓／鄭 英喜

090-1491-4731
裏面につづきます

7f スタジオシアター
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎バリアフリー上映「グッモーエビアン！」
6/2（日）
①10:30-、
②14:00各回30分前開場
〈入場〉無料、
音声解説は音声解説受信機
（要事前
申込5/31（金）
まで）
またはFMラジオ持参で受信
可能。託児
（生後6ヶ月〜未就学児、
無料）
は要事
前申込
（ファクスまたは電子メール、
（必
5/13（月）
着）
まで）
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
映画
「ZAZIE 」
上映会
+主演 中村義人氏のトークショー
6/8（土）
19:00-21:00（開場18:30）
〈入場〉
2000円（要事前申込）
〈問〉
ザジ上映委員会／本間志麻
zazie0608＠gmail.com
映画「じねん」上映会と
羽黒山伏星野文紘先達お話会
6/8（土）
上映14:00-(開場13:30)、
トーク15:30〈入場〉前売券：大人3000円、高校生1000円、
中
学生以下無料、
当日券：3500円
（要事前申込）
〈問〉
米澤英美子 090-4040-5857
映画
「Workers 被災地に起つ」上映会
6/16（日）

14:00-16:30

〈入場〉
1000円
〈問〉
労協センター事業団／瀬戸理音

022-239-5484
ICT フェアin東北2019
6/18（火）̶6/19（水）
10:00-16:00（最終日は15:30）

〈入場〉無料（要事前申込）
〈問〉
東北総合通信局 022-221-0609
日本笑い学会東北支部「笑学校#82」
6/22（土）

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
映画監督・脚本家荒井晴彦仕事
Wの悲劇・遠雷・この国の空 他上映
6/29（土）̶6/30（日）
29日18:15-21:15
30日10:00-16:30
〈入場〉
1作品につき800円
〈問〉
せんだい映画村／大石洋三

070-5323-1939

7f スタジオ

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
◎どこコレ？―おしえてください昭和のセンダイ
5/6（月･祝）―6/30（日）

9:00-22:00
7f ラウンジ

〈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
◎日本語字幕制作講座
6/12（水）、19（水）、26（水）、全3回の連続講座

14:00-16:00
7f スタジオb

〈受講〉
無料（要事前申込）
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
◎音声解説制作講座
6/14（金）―8/2（金）の毎週金曜日、全8回の連続
講座

14:00-16:00
7f スタジオa
※8/2のみ7f プロジェクトルーム

〈受講〉
無料（要事前申込）
〈問〉
せんだいメディアテーク 022-713-4483
図書館行事
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
おはなしぴよぴよ
6/19（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
おはなしパーク
6/15（土）

15:00-15:30
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.26
6/26（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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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

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

