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仙台市政だより　29.６. 1 仙台市政だより　29.６. 1

お出かけ情報 ●催しは、６月６日からの内容を掲載しています
●料金の記載の無いものは無料（入館料が必要な施設あり）
●申し込み方法の記載の無い催しは直接会場へ施設からのお知らせ

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

お出かけ情報
施設からのお知らせ

地底の森ミュージアム 〒982-0012太白区長町南4-3-1
☎246･9153、FAX246･9158

■たのしい地底の森教室
●日時

‖

①６月11日㈰13:30～14:30②６月25日㈰13:30
～15:00　●内容

‖

①野外展示「氷河期の森」見学会②館
長講座「地域を歩く」　●入館料がかかります　
■ミュージアムフォトコンテスト「氷河期の森・縄文の森
の風景2017」作品募集中
　地底の森ミュージアムと縄文の森広場の野外展示を撮影
した写真を募集しています。
●募集期間

‖

12月17日まで　●応募規定など詳しくは地
底の森ミュージアムや縄文の森広場で配布している募集要
項またはホームページをご覧ください

歴史民俗資料館 〒983-0842宮城野区五輪1-3-7
☎295･3956、FAX257･6401

■伝統芸能実演「猿
えん

舞
ぶ

座
ざ

のさるまわし」
●日時

‖

６月11日㈰11:30～、14:30～　●会場

‖

榴岡公
園　歴史民俗資料館付近（小雨決行）
■企画展「日々の装いと履物」
●期間

‖

７月２日㈰まで
■企画展関連イベント

●講師

‖

①宮城学院女子大学教授・大久保尚子氏②元米沢
女子短期大学教授・山水きぬ氏　●入館料がかかります

日時 内容 定員
①6/17㈯ 13:30～

15:00
講座「日本の服飾文化史」

各30人〔先着〕
②6/24㈯ 講座「履物の文化史」

■旬の常設展2017夏「生誕450年―伊達政宗と城」ほか
●期間‖６月20日㈫～９月10日㈰　●内容‖政宗が築い
た仙台城、若林城などに関する資料を展示します　●常設
展観覧料が必要
■特別展「空海と高野山の至宝」記念講演会

博物館 〒980-0862青葉区川内26
☎225･3074、FAX225･2558

日時 内容 定員
①7/1㈯ 13:30～14:30 弘法大師空海の教え 各200人

〔抽選〕②7/15㈯ 13:30～15:00 中世高野山の歴史と信仰

申往復はがきに申込時の必要事項と参加希望日を記入して
①６月16日②６月30日までに博物館「空海と高野山の至
宝」係
■生誕450年記念　伊達政宗連続講座「伊達政宗の国づく
りに学ぶ」（仙台市史講座）
●日時‖７月17日㈷13:30～16:00　●会場‖仙台商工会
議所（青葉区本町2-16-12）　●定員‖120人〔抽選〕　●講
師‖東北大学大学院准教授・籠

かご
橋
はし
俊光氏ほか　申往復はが

きに申込時の必要事項を記入して６月23日までに〒980-
8414青葉区本町2-16-12仙台商工会議所「市史講座」係
■夏休み工作教室「土人形をつくろう」
●日時‖７月23日㈰13:30～15:30　●内容‖堤人形につ
いて学びながら、土人形の型抜きと絵付け体験をします
●対象‖小･中学生と保護者20組〔抽選〕　●費用‖１組
500円　申往復はがきに申込時の必要事項と子どもの氏名、
学年を記入して７月６日までに博物館「工作教室」係

天文台 〒989-3123青葉区錦ケ丘9-29-32
☎391･1300、FAX391･1301

■プラネタリウム（投映時間は各回45分）

●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（投映時間は約30～40分）
●日時‖毎週土曜日19:40～　●内容や料金等、詳しくは
お問い合わせください (手話・字幕付き番組も有り)
■天文台スタッフサポーター養成講座
●日時‖７月～平成30年２月の第４土曜日（全８回）15:00
～17:00。８回中５回は課外講座（17:00～20:00）も予
定　●内容‖天文台で活動するボランティアを養成　●対
象‖７月１日現在20歳以上で、講座修了後に活動できる
方30人〔抽選〕　申往復はがきに申込時の必要事項と年齢
を記入して６月30日までに
■観測のための天文学講座
●日時‖７月～11月の第２土曜日（全５回）15:00～16:30
●内容‖高校程度の物理と数学の知識を用いて、ひとみ望
遠鏡での観測に必要な天文学の基礎を学びます　●対象
‖18歳以上の方　申６月８日12:00からEメールで(info@
sendai-astro.jp)（申込時の必要事項と年齢、観測してみ
たい天体とその理由を記入）

番組 投映日（休館日を除く） 開始時刻

星空の
時間

今夜の
星空散歩

平日 14:30（6/29を除く）、
16:00

土・日曜日  10:00、13:00、
16:00

こども
の時間

プラネくんと
天の川であそ

ぼう！
土・日曜日 11:30

ポラリス 土曜日 14:30、17:40
日曜日 14:30

センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 費用 申込方法

青
葉
区

北山市民センター
☎272･1020、FAX272･1036
〒981-0934 新坂町8-4

北山歴史講座「仙台藩
を彩った異彩たち」―
大法寺･永昌寺編

新坂の寺院から、仙台
藩に貢献した異彩の人
物たちを紹介します

成人・70人
〔抽選〕 6/24㈯ 10:00～12:00 500円 6/12（必着）までに

往復はがきで

片平市民センター
☎227･5333、FAX268･0234
〒980-0813 米ケ袋1-1-35

片平優しい街づくりフ
ォーラム―猫でつなが
る人と人

猫についてさまざまな
角度から学びながら、
まちづくりを考えます

どなたでも・
50人〔先着〕7/1㈯ 13:00～15:00 無料

6/8午前11時から
ファクスまたは窓
口へはがき持参で

折立市民センター
☎226･1226、FAX226･2660
〒982-0261 折立3-20-1

折立「風のメロディー
コンサート」

地域のサークルによる
手作りのコンサート どなたでも 7/8㈯ 13:30～15:50 無料 不要

直接会場へ

宮
城
野
区

田子市民センター
☎254･2721、FAX254･2722
〒983-0021 田子2-4-25

季節のハーモニー　
田子で出会えるすてき
なコンサート

バイオリンとエレキベ
ースの二重奏 どなたでも 6/25㈰ 15:00～16:00 無料 不要

直接会場へ

若
林
区

若林区中央市民センター
☎282･1173、FAX282･1180
〒984-0827 南小泉1-1-1

まなびごっこ「映画上
映会」

西部のならず者が、赤
ん坊のために戦う「三
人の名付け親」を上映

どなたでも・
96人〔先着〕6/23㈮ 13:30～15:30 無料 不要

直接会場へ

荒町市民センター
☎266･3790、FAX266･5436
〒984-0073 荒町86-2

荒町七夕物語
市民センター敷地に飾
る七夕飾りと自宅用ミ
ニ七夕を作ります

どなたでも・
20人〔抽選〕

6/29、7/6・13・27、8/3
各木曜日
10:00～12:00

材料費
実費

6/20（必着）までに
往復はがき
または窓口へ
はがき持参で

太
白
区

生出市民センター
☎281･2040、FAX281･4319
〒982-0251 茂庭字新熊野64

蛍と平家琵琶の夕べ 蛍と坪沼祭ばやし、平
家琵琶の幽玄な調べ どなたでも

6/24㈯ 18:00～20:00
※会場‖坪沼八幡神社
（太白区坪沼舘前東69）

無料 不要
直接会場へ

八本松市民センター
☎246･2426、FAX246･9023
〒982-0001 八本松2-4-20

八本松スマイルコンサ
ート・朗読とギターの
調べ

朗読とギター演奏が織
りなすお話の世界をお
楽しみください

どなたでも・
50人〔先着〕7/1㈯ 14:00～15:00 無料 不要

直接会場へ

山田市民センター
☎244･0213、FAX244･1843
〒982-0813山田北前町13-1

福祉フォーラム
仙台西多賀病院院長に
よる講話「もしかし
て、認知症？」

どなたでも 7/1㈯ 13:30～15:30 無料 不要
直接会場へ

泉
区

長命ケ丘市民センター
☎377･3504、FAX377･3508
〒981-3212 長命ケ丘2-14-15

長命コンサート 竹中バンドによるアコ
ースティックサウンド どなたでも 6/17㈯ 14:00～15:15 無料 不要

直接会場へ

松森市民センター
☎776･9510、FAX776･9512
〒981-3111 松森字城前9-2

松森アフタヌーンコン
サート―オカリナの調
べ

オカリナの優しい音色
で癒やしのひととき どなたでも 6/17㈯ 14:00～15:00 無料 不要

直接会場へ

市民センターの
手話通訳または要約筆記が付きま
すので事前に確認してください

※市民センターの休館日は、
月曜日、祝休日の翌日

（土・日曜日、祝休日を除く）

◎はがき等による申し込みは「講座名、住所、氏名（親子、家族参加の場合は全
　員分）、年齢（小・中学生は学校名、学年）、電話番号、ファクス番号｣を記入

※市政だよりに掲載している講座のほかにも、市民センターではさまざまな講座・
　催しを企画しています。各市民センターでお配りしている市民センター事業ガイ
　ドや、ホームページ（http://www.sendai-shimincenter.jp/）をご覧ください

連続で開催される講座

①オウム・インコの日イベント
●日時

‖

６月18日㈰13:00～13:30　●会場

‖

中央広場休
憩所　●内容

‖

野生のオウムやインコについてのお話
②親子体験教室
●日時

‖

７月21日㈮8:30～15:30　●内容

‖

動物の飼育
体験など　●対象

‖

小学３・４年生と保護者10組〔抽選〕
●費用

‖

１組600円
③サマースクール
●日時

‖

７月26日㈬・28日㈮8:30～15:30　●内容

‖

動
物の飼育体験など　●対象

‖

小学５・６年生各日18人〔抽
選〕 ●費用

‖

各300円　

セルコホーム　ズーパラダイス
八木山（八木山動物公園）

〒982-0801太白区八木山本町1-43
☎229･0122、FAX229･3159

秋保ビジターセンター 〒982-0244太白区秋保町馬場字本小屋16-1
☎・FAX399･2324

■川のいきもの観察会
●日時

‖

６月10日㈯10:00～14:00　●対象

‖

４歳以上の
子どもと保護者10組〔先着〕　申６月７日10:00から電話で
■歴史探訪―二口番所跡をたずねて
●日時

‖

６月17日㈯9:30～14:30　●対象
‖

初めて参加
する方10人〔先着〕　申６月12日10:00から電話で
■自然歩道観察会―夏を感じて
●日時

‖

７月１日㈯9:30～14:30　●対象

‖

初めて参加する
方10人〔先着〕　申６月25日10:00から電話で

せんだいメディアテーク 〒980-0821青葉区春日町2-1
☎713･4483、FAX713･4482

■考えるテーブル　どこコレ？
●日時

‖

６月17日㈯15:00～17:00　●内容

‖

仙台の古い
写真について参加者と一緒に話し合います　
■仙台商人プロジェクト「仙台ナンダ札」
●日時

‖

６月17日㈯・18日㈰10:30～17:00　●会場‖本
町スクエア（青葉区本町2-1）　●内容

‖

アーティストのス
ー・ハイドゥー氏が「仙台人」をテーマに制作したカード
ゲームを体験します　●対象

‖

高校生以上
■目の不自由な方への情報提供ボランティア募集

内容 対象
①パソコン点訳 点訳活動の経験がある方10人程度〔選考〕
②音訳 音訳、朗読活動の経験がある方10人程度〔選考〕
①はがき、ファクスまたはＥメール（office@smt.city.sen
dai.jp）に申込時の必要事項とＥメールアドレス、過去の
活動内容、お使いの点訳ソフト名を記入して②任意の様式
に申込時の必要事項とＥメールアドレス、過去の活動内容
を記入の上、ご自身の朗読を録音したD

デ イ ジ ー
AISYまたはテープ

（５分程度）を同封して６月30日（いずれも必着）までに

水の森公園キャンプ場 〒981-3121泉区上谷刈字堤下8
☎773･0496、FAX773･0559

■森の学習室「ネイチャーゲーム　森で遊ぼう」　 
●日時

‖

６月10日㈯10:00～12:00　●定員

‖

20人〔先
着〕　申６月６日9:00から電話で（特活）みどり十字軍☎
090･8257･9245　問仙台市公園緑地協会☎293･3583
■親子で陶芸「ろくろで作る堤焼」
●日時

‖

７月１日㈯9:30～12:00　●対象

‖

小学３年生以
上の子どもと保護者30人〔抽選〕　●費用

‖

１人1,000円
申往復はがきに参加者全員（１通につき３人まで）の申込
時の必要事項と子どもの年齢を記入して６月20日（必着）
までに
■ここからスタート！　水の森親子キャンプ教室
●日時

‖

７月15日㈯14:00～16日㈰12:00（１泊２日）　
●内容

‖

初心者向けのキャンプ教室

　

●対象

‖

小学生以上
の子どもと保護者10組〔抽選〕　●費用

‖

中学生以上2,000
円、小学生1,000円（テントは無料で貸し出します） 申往
復はがきに参加者全員（１通につき４人まで）の申込時の
必要事項と子どもの年齢を記入して６月30日（必着）まで
に仙台市公園緑地協会（〒983-0842宮城野区五輪1-3-35
☎293･3583）

６月22日㈭～28日㈬は設備改修のため全館休館します

②③の申往復はがきに申込時の必要事項と学校名、学年、
飼育体験を希望する動物（ゾウ、トラ、カバ、ラクダ、ヤ
ギのうちから第２希望まで）、③は参加希望日も記入して
６月28日（必着）までに


