
東西線開業イベント　WE WEEKS　一覧 平成２７年１１月１６日現在

駅　名 イベント名 開催日 会　場　 主　催

1
荒井駅～
八木山動物公園
駅

ＳＥＮＤＡＩ光のページェント３０回記
念メモリアル列車

１２月２３日（祝）～２９日（火） 東西線車両内（１編成のみ）
ＳＥＮＤＡＩ光のページェント実行委
員会

2
荒井駅～
宮城野通駅

地下鉄東西線開業イベント　in　わ
かばやし「みんなで参加　まち歩
き」

11月1日（日）～3月26日（土）
東西線若林区内の各駅で開催（宮
城野通・連坊・薬師堂・卸町・六丁
の目・荒井駅）

地下鉄東西線開業イベント実行委
員会

3 荒井駅
地下鉄東西線開業イベント　in　わ
かばやし「若林区東西線開業式
典」

12月6日（日）11：00～11：45 荒井駅
地下鉄東西線開業イベント実行委
員会

4 荒井駅
地下鉄東西線開業イベント　in　わ
かばやし「わらアート　空想動物
園」

11月22日（日）～12月20日（日）
※12月6日（日）グランドオープン

荒井駅北西の田んぼ
地下鉄東西線開業イベント実行委
員会

5 荒井駅
荒井東まちびらきイベント「あらフェ
ス」

12月12日（土）～13日（日）
　　　　　　　　　　　　9：30～21：00
　　　　　　　　　（13日は20：00まで）

荒井東1号公園
一般社団法人　荒井タウンマネジ
メント

6 六丁の目駅
地下鉄東西線開業応援「まま&ぱ
ぱ　かほぇ」

12月2日（水） 伊在二丁目公園 認定NPO法人冒険あそび場

7 卸町駅 卸町駅開業セレモニー・パレード 12/6（日）9：00～11：00（予定） 卸町駅～卸町公園 仙台卸商センター

8 卸町駅 卸町とんや街フェア
12月6日（日）、12日（土）～13日
（日）
各日9：30～15：30

卸町各社店舗 宮城県繊維製品卸商業組合

9 卸町駅
地下鉄東西線開業イベント　in　わ
かばやし「わらアート　　空想動物
園」

12月6日（日）～20日（日） 仙台卸商センター庭園
地下鉄東西線開業イベント実行委
員会

10 卸町駅 実物大の東西線車両模型展示
12月6日（日）10：00～16：00（予
定）

イベント倉庫「ハトの家」
地下鉄東西線開業イベント実行委
員会

11 卸町駅
地下鉄で行こう卸町～10-ＢＯＸ・
キラキラ劇場～

12月18日（金）～20日（日）
せんだい演劇工房10-ＢＯＸ・能-Ｂ
ＯＸ

せんだい演劇工房10-ＢＯＸ

12 薬師堂駅
地下鉄東西線開業イベント　in　わ
かばやし「東西線絵画展」

11月21日（土）～12月20日（日） 若林区文化センター
地下鉄東西線開業イベント実行委
員会

13 薬師堂駅 若林区役所　開業記念イベント 12月6日（日） 若林区役所 若林区役所総務課

14 薬師堂駅
道路愛称お披露目イベント　薬師
堂～若林区役所

12月6日（日）13：00～15：00　※行
燈によるライトアップ15：00～18：00

地下鉄薬師堂駅前広場 若林区役所

15 薬師堂駅
東西線薬師堂駅にぎわいクイズラ
リーと俳句コンテスト

１２月６日～平成２８年１月1８日 薬師堂商店会（仮称） 薬師堂商店会（仮称）

16 連坊駅 東西線連坊駅開業記念セール 12月1日（火）～5日（土） 連坊商店街 連坊商興会

17 連坊駅・宮城野通駅
祝　地下鉄東西線開業記念　む
にゃむにゃ通り100縁笑店街

11月28日（土） むにゃむにゃ通り商店街 むにゃむにゃ通り商店街商興会
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駅　名 イベント名 開催日 会　場　 主　催

18 連坊駅・宮城野通駅
祝　地下鉄東西線開業記念　点灯
式・ミニコンサート

12月11日（金）16：45～ むにゃむにゃ通り商店街 むにゃむにゃ通り商店街商興会

19 連坊駅・宮城野通駅
祝　地下鉄東西線開業記念　バン
ブークリスマス

12月11日（金）～25日（金） むにゃむにゃ通り商店街 むにゃむにゃ通り商店街商興会

20 宮城野通駅
仙台市地下鉄東西線　宮城野通
駅　まってました誕生祭！

12月5日(土)10時～19時
12月6日(土)10時～17時

宮城野通り歩道、ユアテック本社
ビル前広場

仙台駅東口商工事業協同組合

21 宮城野通駅
仙台駅東口賑わいづくりセミナー
Vol.3

12月15日（火）15：00～20：30
12月16日（水）9：00～12：00、
　　　　　　　　　13：00～15：00

イベントホール松栄ほか
仙台駅東口エリアマネジメント協議
会

22 仙台駅
AER HEARTY CHRISTMAS & 祝・
仙台市地下鉄東西線 記念抽選会

11 月28 日（土）～12 月6 日（日） ショップ＆ワンダー アエル ショップ＆ワンダー アエル

23 仙台駅
地下鉄東西線開業記念
　「　ＷＥ　ＷＥＥＫＳ　ｉｎ　ＥＢｅａｎＳ
」

１１月２１日（土）～１２月１３日（日） E beanＳ、仙台朝市 株式会社エンドーチェーン

24 （仙台駅） 2015・年末お客様感謝祭 12月1日（火）～31日（木） 市内参加店 仙台商工会議所

25 青葉通一番町駅
写真パネルシート・カウントダウン
シート展示

10/29（木）～3/31
サンモール一番町商店街内アー
ケード

東北ろっけんパーク

26 青葉通一番町駅 東西線車両実物大パネル設置 11月28・29日,12月4日～13日予定 シリウス前 東北ろっけんパーク

27 青葉通一番町駅 まちくるスタンプラリー 11月28日～12月27日

青葉通一番町駅・勾当台公園駅・
中心部8商店街（店舗）・野中神
社・えびす神社・東北ろっけんパー
ク・イベント会場

東北ろっけんパーク

28 青葉通一番町駅 路上ライブ＆出張TRYマルシェ
11月28日（土）　路上ライブ16：00
～18：30

サンモール一番町商店街内アー
ケード

青葉区中央市民センター（路上ラ
イブ）
東北ろっけんパーク

29 青葉通一番町駅 出張いいもんパーク 12月4日（金）～6日（日）
サンモール一番町商店街内アー
ケード

東北ろっけんパーク

30 青葉通一番町駅 伊達美味 12月4日（金）～13日（日）
サンモール一番町商店街内アー
ケード

東北ろっけんパーク

31 青葉通一番町駅
①オープニングセレモニー
②大道芸イベント

12月6日（日）10：30～17：00（予
定）

①サンモール一番町商店街シリウ
ス前　②藤崎前、シリウス前、ヤマ
ハ前

東北ろっけんパーク

32 青葉通一番町駅
東北工業大学「八木山WEEK 八木
山が一番町にやってきた　WEに
乗っていってみよう」

12月4日（金）～9日（水） 東北工業大学一番町ロビー 東北工業大学地域連携センター

33 青葉通一番町駅
（株）藤崎　地下鉄東西線開業記
念商品発売

12月6日（日）～ （株）藤崎 （株）藤崎

34 青葉通一番町駅 伊達なWEマルシェ 12月11日（金）～13日（日）
サンモール一番町の藤崎脇、おお
まち商店街

仙台商工会議所復興支援チーム

35 青葉通一番町駅 WEキャラクターパーティ 12月12日（土）13:30～
エルパーク仙台6階ギャラリーホー
ル

WEキャラクターパーティ実行委員
会

36 大町西公園駅
オーナメントクッキーでクリスマス
リースを飾ろう！

12月6日(日)
仙台ＹＭＣＡ クリスマスリース実行委員会



駅　名 イベント名 開催日 会　場　 主　催

37 大町西公園駅
西公園キャンドルライトファンタ
ジー2015　in　仙台

12/12（土）　16：00～
西公園のお花見広場（駅西1西公
園口近く）

キャンドルファンタジー実行委員会

38 大町西公園駅
クリスマスカフェ　ｉｎ　良覚院丁庭
園「緑水庵」

12月13日（日）11：00～15：30 良覚院丁庭園「緑水庵」 良覚院丁庭園を守る会

39 大町西公園駅
ＳＰＣピクニック～広瀬川フォーラ
ム記念～

12月20日（日）　11：00～14：00頃 広瀬川大橋付近 ピクニックパレード実行委員会

40 国際センター駅
仙台市博物館　特別企画展「せん
だい再発見！－こんなことわかり
ました。平成の『仙台市史』」

12月5日～2016年2月28日 仙台市博物館 仙台市博物館

41 国際センター駅

12/6開業！ 地下鉄から生まれる
音楽の響き♪♪ 地下鉄東西線開
業記念 仙台フィル アンサンブルコ
ンサート

12月6日（日）13:00～、15:00～ 国際センター駅２階 仙台市市民局文化振興課

42 国際センター駅
地域連携シンポジウム
「まちづくり・ひとづくり・ものづくりを
考える」

12月8日（火）13：15～16：15 仙台国際センター展示棟会議室３ 東北工業大学ＣＯＣ推進室

43 青葉山駅

第123回東北大学サイエンスカフェ
地下鉄開業記念スペシャル
「近未来の交通システム」～「地方
創生特区」青葉山での実証実験

12月19日（土）　13:30～16:00
東北大学未来科学技術共同研究
センター

東北大学総務企画部広報課
社会連携推進室

44 青葉山
サイエンスキャッスル2015東北大
会

12月6日(日)9：00～17：00
東北大学・カタールサイエンスキャ
ンパスホール

45 八木山動物公園駅 八木山ウィンターフェスティバル 12/6（日）　9:00～16:00
八木山動物公園駅屋上広場、八
木山動物公園、八木山ベニーラン
ド

八木山市民センター
八木山動物公園
八木山ベニーランド

46 八木山動物公園駅 八木山音楽の宝箱 12月9日（水） 八木山市民センター 八木山市民センター

47 八木山動物公園駅
オーナメントクッキーでクリスマス
リースを飾ろう！  12月19日(土) 八木山市民センター

クリスマスリース実行委員会


