申込時の必要事項 ①応募内容 ②〒住所 ③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

男女共同参画推進センターの催し
‖

‖
‖

‖

‖

‖

‖

‖

‖

‖

①女性ための離婚ミニセミナー
●日時 ２月24日㈮10:30～11:30 ●会場 エル・ソ
ーラ仙台 ●対象 離婚に悩む女性15人〔先着〕
②DVに悩む女性のためのパープル・カフェ
●日時 ３月４日㈯10:30～12:00 ●会場 エル・ソ
ーラ仙台 ●対象 DV（夫や恋人からの暴力）被害経
験のある女性10人〔先着〕
③育休中に話そう！ 職場復帰をシミュレーション
●日時 ３月８日㈬10:30～12:30 ●会場 エル・ソ
ーラ仙台 ●対象 育児休業から初めて復帰する女性
20人〔先着〕 ●費用 500円
④エル・パーク仙台30周年記念イベント「さあ、その先へ！」
日時

おそ

定員

会場

‖

10:30～ ア映画上映「何を怖れる フェ
12:30 ミニズムを生きた女たち」
各
イ奥山市長と桜井陽子氏（全国 150人 エル・
3/20㈷ 13:30～ 女性会館協議会前理事長）によ〔先着〕パーク
15:00
るトークイベント
仙台
100人
15:10～
ウ交流会（費用 500円）
〔先着〕
16:10

‖

‖

‖

‖

⑤女性のためのこころのケア講座「自尊心―私の力、再
発見！」
●日時 ３月26日㈰13:30～15:30 ●会場 エル・ソ
ーラ仙台 ●対象 夫や恋人の暴力などで傷ついた経験
のある高校生以上の女性20人〔先着〕 ●費用 500円
※いずれも●託児あり（①０歳～未就学児。無料②～⑤
６カ月～小学１年生。子ども１人300円。いずれも要申
し込み） 申２月６日9:00から①②⑤電話で（託児は①
２月22日12:00②２月23日⑤３月16日までに）③④電
話またはファクス（申込時の必要事項と④はア～ウの
別、託児希望の方は子どもの年齢を月齢まで記入）で
（託児は③２月28日④３月10日までに）。③④はホーム
ページhttp://www.sendai-l.jp/からも申し込めます

申・問①②③⑤エル・ソーラ仙台①②⑤☎268･8302③
☎268･8044、FAX268･8045④エル・パーク仙台☎268･
8300、FAX268･8304
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④～⑦の申④⑤２月７日10:00から電話またはファクス
（申込時の必要事項を記入）で⑥⑦往復はがきに申込時の
必要事項を記入して⑥２月24日⑦２月10日（いずれも必
着）までに

申・問仙台文学館〒981-0902青葉区北根2-7-1☎271･3020、
FAX271･3044

スリーエム仙台市科学館の催し

⑴大人の科学教室
教室名

日時

大人のための
①
2/26㈰
科学館学習

内容

生物コース「アサリの
午前の部 くらしとからだのし
10:00～ くみ」
11:30
地学コース「風はなぜ
吹くの」
物理コース「電気をつ
午後の部
くる・おくる」
13:00～
化学コース「化学変化
14:30
とエネルギー」

手洗い方法による菌
手をきれいに
10:00～
②
3/12㈰
の増え方の違いを実
洗うためには
12:00
験で確認します
トランジスタ
回路の基礎を
10:00～
③ 理解しよう！ 3/19㈰
12:00
―自動点滅目
印灯の製作

簡単な回路を組み立
て、電子回路の基礎と
なるトランジスタの
働きを学びます

●対象‖①高校生以上各コース30人程度②③中学
生以上各20人程度〔いずれも抽選〕
⑵ロボット教室―工作とプログラミング中級
●日時‖３月５日㈰10:00～15:00 ●内容‖ロボ
ぼんてんまる
ット梵天丸の拡張製作とプログラミング ●対象‖
小学４年生以上の梵天丸製作経験者10人〔抽選〕
●費用‖1,000円
※いずれも申往復はがきに参加者全員の申込時の
必要事項と⑴は参加希望日（①は希望コースも。
午前・午後両方の申し込みも可）、学生は学校名、
学年を記入して⑴①２月14日②２月24日③３月
７日⑵２月17日（いずれも必着）までに
申・問スリーエム仙台市科学館〒981-0903青葉区
台原森林公園4-1☎276･2201

天文台のお知らせ

プラネタリウム（投映時間各回約45分）
番組
星空の
時間

今夜の星空散歩

こどもの プラネくんとあそぼう！
時間
―クイズスペシャル・冬

投映日（休館日を除く） 開始時刻
平日
14:30、
16:00
10:00、
13:00、
土・日曜日
14:30、
16:00
土・日曜日

11:30

●観覧料‖一般600円、高校生350円、小・中学生250円
ナイトプラネタリウム（投映時間約10分）
番組
フ ラ ワ ー

投映日

ユ ニ バ ー ス

Flower Universe
―東信 花宇宙の旅
旅するぬいぐるみ
ト ラ ベ リ ン グ
ダ ル
Traveling‘Daru’

2/11㈷・18㈯・
25㈯、3/4㈯

開始時刻
18:40
19:40

観覧料
一般200円、小学生
～高校生100円

震災特別番組「星空とともに」（投映時間約40分）

●日時‖２月11日㈷～３月25日の毎週土曜日（３月11日を除く）
17:40～ ●当日9:00から整理券を配布

東北大学生がつなぐ、ハワイと宇宙

東北大学展開ゼミの学生と国立天文台天文学者による体験イベ
ント。次世代30メートル大型望遠鏡TMTと、TMTの建設が検
討されているハワイをテーマにさまざまなイベントを開催します。
●日時‖２月11日㈷10:00～16:45 ●内容‖望遠鏡製作ワーク
ショップ、クイズラリーなど ●イベントごとの時間や定員等詳
しくはお問い合わせください ●直接会場へ

２

月のお知らせ

月のお知らせ

２

内容等

仙台文学館の催し

①新春ロビー展「100万人の年賀状展」
●期間‖２月12日㈰まで
②企画展「ドラマ・ウィズ・ミュージック―井上ひさしの音
楽世界」
●期間‖４月９日㈰まで ●観覧料‖一般570円、高校生
230円、小・中学生110円
③学芸員による展示解説（直接会場へ）
●日時‖２月18日㈯13:30～14:30 ●企画展観覧券が必要
④トークイベント「ひさしさんと音楽」
●日時‖３月５日㈰13:30～14:30 ●定員‖100人〔先着〕
●出演‖井上ユリ（井上ひさし夫人・料理教師） ●企画展
観覧券の半券が必要
⑤ミニ合唱コンサート「井上ひさしが作詞した音楽たち」
●日時‖３月19日㈰13:30～14:30 ●定員‖50人〔先着〕
●出演‖【指揮】宮城教育大学名誉教授・大泉勉【合唱】い
ずみオッチェンコール
⑥読書会「井上ひさし作品について語ろう！」
●日時‖３月26日㈰13:30～ ●定員‖20人〔抽選〕 ●テ
キスト‖「十二人の手紙」（中公文庫） ●費用‖500円
ひかる
⑦小池光短歌講座
●日時‖３月11日㈯13:30～15:40 ●定員‖90人〔抽選〕
●費用‖1,000円
⑧ライブ文学館スペシャル「家族の風景―向田邦子のまなざし」
●日時‖３月17日㈮18:30～ ●会場‖日立システムズホー
もと よ
ル仙台 ●内容‖アナウンサー・山根基世による作品朗読と
実妹・向田和子との対談など ●入場料（全席指定・前売り）
‖3,500円 ●チケットは仙台文学館、イズミティ21などで
販売中 ●未就学児は入場できません

お知らせの見方は10 ページ参照。未掲載のファクス番号については、広報課 FAX211・1921 へお問い合わせください

国立天文台TMT推進室准教授 青木和光氏によるサイエ
ンスカフェ

●日時‖２月11日㈷18:00～19:30 ●定員‖100人〔先着〕 ●
内容‖講演会など ●直接会場へ

ベガ号で星をお届け

移動天文車「ベガ号」の出動先を募集します。
●期間‖４月２日㈰～平成30年３月30日㈮（休館日、土曜日を除
く） ●対象‖開催会場が市内またはその近郊にあり、地域の交
流会や子ども会など30人以上の参加者が見込める団体16団体
〔先着〕 ●詳しくはホームページhttp://www.sendai-astro.jp/
をご覧いただくか、お問い合わせください 申２月10日9:00から
電話で（開催希望日の２カ月前までに）
申・問天文台☎391･1300
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