お出かけ情報

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

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

展示リニューアル工事のため、常設展示室を閉室します
●期間‖３月19日㈫～４月26日㈮

‖

■企画展「資料が伝える物語― 2013年以降の新収資料か
ら」

●期間‖３月31日㈰まで
■企画展展示解説

‖

要

調べよう」

体験「昔の農具をさわってみよう、

●期間

３月24日㈰まで

●内容

島崎藤

●企画展観覧券が必要

３

〒982-0241太白区秋保町湯元字寺田原40-7
☎304･9151、FAX304･9152

秋保・里センター
■秋保の民話語り

日時

明治時代から昭和初

‖

‖

●内容

めまでに作られ、市内の家庭で飾られていたひな人形や、
堤人形のおひなさま等を紹介します

■展示「六郷・七郷・高砂と周辺地域の人々のくらし」
●内容

六郷・七郷・高

‖

‖

３月１日㈮～31日㈰

砂地区等の震災前の暮らしを、写真等の資料で紹介します
■紙芝居「宮城の昔話」

き子氏（作・語り）による紙芝居の上演

●内容

ひゃく そく

百束た

‖

３月16日㈯11:00～、14:00～

‖

●日時

３月24日㈰11:00～、14:00～

■日曜手づくり教室

‖

３月23日㈯10:00～、13:00～

●期間

●日時

村の生涯を寸劇で上演します

●日時‖３月10日㈰・24日㈰10:30～11:30

●日時

■季節展示「ひな祭り」

■ミュージアムシアター展示室劇場「島崎藤村」

月のお知らせ

‖

●期間 ４月14日㈰まで

■特別展関連イベント

●企画展観覧券が必

‖

■特別展「コメどころ仙台―コメの生産と消費の歴史」

●日時‖３月10日㈰14:00～15:00

‖

〒983-0842宮城野区五輪1-3-7
☎295･3956、FAX257･6401

歴史民俗資料館

●観覧料‖一般570円、高校生

230円、小・中学生110円

‖

■対州馬について知ろう！
●日時 ３月24日㈰11:15～ ●会場‖対州馬展示場 ●
内容‖対州馬に関する飼育員の解説と餌やり体験 ●定員
20人〔先着〕
‖

31.３. 1

ンター ●内容‖「八木山おはなしやま」の皆さんによる
動物の絵本の読み聞かせや紙芝居の上演
■対州馬の春まつり
●日時 ３月21日㈷11:15～ ●会場‖東門広場 ●内容
‖かつて人を乗せ、荷物を運んできた対州馬の様子を再現
しながら、飼育員がガイドをします

‖

仙台市政だより

‖

‖
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●会場‖ビジターセ

‖

‖

‖

■縄文人の記憶の宴
●日時 ３月24日㈰16:00～18:00 ●内容 縄文時代の
まつりを創造・復元します
■春のコーナー展示「仙山交流in仙台―下ノ内浦遺跡と出
土遺物」
●期間 ３月15日㈮～６月９日㈰ ●内容 縄文時代の
遺構や遺物が発掘された、富沢駅北側にある下ノ内浦遺跡
について紹介します

■どうぶつたくさんおはなしかい
●日時‖３月９日㈯13:00～13:30

‖

‖

うたげ

セルコホーム ズーパラダイス 〒982-0801太白区八木山本町1-43
☎229･0122、FAX229･3159
八木山（八木山動物公園）

常設展示室閉室のお知らせ

冬季閉園していた園内を、３月20日㈬から開園します
■雪割草の育て方講習会
● 日 時 ３月９日 ㈯13:00～15:00 ● 定 員 30人〔先
着〕 申３月６日9:00から電話で
■雪割草展
●期日 ３月９日㈯・10日㈰ ※10日は15:00まで
■花のはがき絵展
●期間 ３月15日㈮～４月５日㈮
■開園観察会「早春の野草園を歩こう！」
●日時 ３月20日㈬11:00～12:00、13:30～14:30 ●内
容 ガイドボランティアが早春の野草園を案内します

〒981-0902青葉区北根2-7-1
☎271･3020、FAX271･3044

仙台文学館

開園のお知らせ

‖

‖

■つくって！ 縄文―春休み特別イベント
●日時 ３月23日㈯10:00～12:00、13:00～15:00 ●内
容 石器を使ってグライダーを作ります

しください） ●雨天中止 申往復はがきに参加者全員の
申込時の必要事項と参加希望時間（両方への申し込み可）
、
学生は新年度の学年も記入して４月５日（必着）までに

〒982-0843太白区茂ケ崎2-1-1
☎222･2324、FAX222･9155

野草園

‖

‖

‖

月のお知らせ

縄文の森広場

〒982-0815太白区山田上ノ台町10-1
☎307･5665、FAX743･6771

‖

‖

‖

■酪農体験をしてみよう
●日時 ４月13日㈯・14日㈰10:00～15:00 ●内容 牧
場の見学、乳搾り、バター作りなど ●対象 子どもと保
護者各20組40人〔抽選〕 ●費用 各１人1,200円（昼食
付き） 申電話で４月８日17:00までに

竜の口層の観察と化石採集 ●対象 小学３年生以上各
40人〔抽選〕
。小学生は保護者同伴 ●持ち物 長靴・帽
子・軍手・新聞紙・ビニール袋・タオル・飲み物・リュッ
クサック ●ハンマー・タガネ・ゴーグル等の採集用具の
貸し出し有り ●現地集合・解散（集合場所までは最寄り
のバス停から徒歩１時間以上かかります。車などでお越
‖

大倉ふるさとセンター

〒989-3213青葉区大倉字若林14-2
☎391･2060、FAX391･2064

‖

紙芝居「冒険しんちゃん 地底のたび」上演会
13:30～
ミニ講座「遺跡保存のはなし」
（地下の遺跡の観
14:30
3/24㈰
察と、保存するための取り組みの紹介）

やけがわら

‖

3/10㈰

‖

内容

‖

‖

■自然観察会「焼河原の化石」
● 日 時 ４月21日 ㈰10:00～12:00、13:30～15:30 ●
会場 泉区焼河原 ●内容 泉区焼河原付近に分布する

●催しは、3 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

もく

■小企画展「パンダが科学館にやってきた―ネコ目の仲間
たち」
●期間 ４月24日㈬まで

日時

３

〒981-0903青葉区台原森林公園4-1
☎276･2201、FAX276･2204

‖

■企画展「もりの風景2018」
●期間 ３月10日㈰まで
■作品展「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2018」
●期間 ３月10日㈰まで
■たのしい地底の森教室

スリーエム仙台市科学館

お出かけ情報

内容

定員

費用

プリザーブドフラワーのかすみ 各10人
各
3/17 10:30～
草でハーバリウムをつくろう 〔先着〕 1,900円
12:00、
13:30～
カラフルタイルのコースターを 各10人
各
3/24 15:00
つくろう
〔先着〕 300円

申３月６日9:00から電話で
■手づくりおひな様展

●期間‖３月21日㈷までの10:00～17:00
（最終日は15:00

まで） ●期間中は、温泉街を巡るスタンプラリーも実施
しています。詳しくはお問い合わせください

仙台市政だより

31.３. 1
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