‖

‖

秋保・里センター

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

■日曜手づくり教室
日時

内容
定員
費用
本革でマルチカードケースをつ 各10人
各
〔先着〕 2,500円
10:30～ くろう
12:00、 ステンドグラスでフラワー小物 各10人
各
9/29
13:30～ 入れをつくろう
〔先着〕 2,000円
15:00 アロマルームフレグランスとア 各10人
各
10/6
ロマストーンをつくろう
〔先着〕 1,500円
9/15

申９月６日9:00から電話で
■芸術の秋手づくり教室
9/16㈷

日時
内容
費用
各
10:00～12:00、 森のどうぶつ消しゴムはん
500円
13:00～15:00 こをつくろう

●受け付けは各終了時間の30分前まで。材料が無くなり
次第終了 ●直接会場へ
■展示・イベント
日時（★最終日は15:00まで）
催し名等
9/6㈮～10㈫
10:00～16:00★ 水石合同展
9/8㈰・22㈰
10:30～11:30
秋保の民話語り
9/14㈯～23㈷
10:00～16:00
写真で巡る秋保電鉄・昔と今
蒸気で走るミニＳＬ乗車体験
9/21㈯・22㈰
10:00～15:00
会（荒天時中止）
9/21㈯～23㈷
10:00～16:00
Ｎゲージ鉄道模型運行会
9/27㈮～10/1㈫ 10:00～16:00★ 秋の山野草展
9/28㈯
11:00～、14:00～ あきうミュージックライブ
仙台市政だより

令和元年（2019年）９月号
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９月のお知らせ

‖

不要
直接会場へ

‖

9/19㈭
10:00〜11:30

■秋の虫あそび
●日時 ①９月16日㈷②９月23日㈷10:00～12:00 ●対
象 ①３歳以上の未就学児と保護者20人②小学１～３年生
と保護者20人〔いずれも先着〕 申①９月７日②９月８日
9:00から電話で
す
■森の工作室「葉っぱが変身！ 紙漉き体験」
●日時 ９月28日㈯10:00～12:00 ●内容 植物の繊維
を使って手すき和紙のポストカードを作ります ●定員
15人〔抽選〕 申往復はがきまたはファクス、Ｅメール
（aobanomori_moushikomi@sendai-park.or.jp）に申込
時の必要事項と参加者全員（１通につき５人まで）の氏名、
小学生以下は年齢を記入して９月17日（必着）までに
‖

令和元年（2019年）９月号

どなたでも

不要
直接会場へ

〒980-0845青葉区荒巻字青葉260
☎263･2101、FAX263･2102

青葉の森緑地
‖

城前大学公開講座「懐か コンボ・バンド「ラ・メー
しのあの曲」
ル」による演奏

不要
直接会場へ

‖

防災講話、バイオリンとピ
10/5㈯
福祉フォーラム
アノ、歌のコンサート、健
どなたでも
13:30〜16:00
康チェックなど
泉区中央ルンルン子育 親子ビクスとゲーム、ワー
未就園児と保護 10/2㈬
て―パパ＆ママふぁん クショップを親子で楽しみ
者・100組〔先着〕10:30〜12:00
ふぁんフェスタ
ます

‖

9/7㈯18:30〜20:00
不要
※会場 中田神社（西
直接会場へ
中田1-20-12）

‖

どなたでも

‖

9/6 9:00から
電話または直
接窓口へ

■プレイミュージアムイベント「伊達なもんきり遊びをし
よう」
●期間‖９月７日㈯～10月６日㈰ ●内容‖「もんきり遊
び」と呼ばれる江戸時代の切り紙遊びで、伊達家の家紋を
作ります ●常設展観覧料が必要
■旬の常設展2019夏「伊達氏、仙台への道」ほか
●期間‖９月23日㈷まで
■着用体験イベント「水玉模様の陣羽織を着てみよう」
●日時‖９月16日㈷、10月６日㈰13:30～15:30（受け付
けは15:20まで） ●内容‖常設展で９月10日から展示す
る「水玉模様陣羽織」の複製が着用できます ●常設展観
覧料が必要
■企画展記念講演会「絵図から探る仙台城と城下町仙台―
せんだいコンセキ発掘のススメ」
10月11日㈮から始まる仙台市市制施行130周年記念企
画展「やっぱり絵図がすき！」に合わせ、宮城学院女子大
学非常勤講師・木村浩二氏による講演会を行います。
●日時‖10月13日㈰13:30～15:00 申往復はがきに申込
時の必要事項を記入して９月25日までに

■秋の鳴く虫かんさつ会
● 日 時 ９月14日 ㈯18:00～19:30 ● 定 員 20人〔先
着〕 申９月６日9:00から電話で
■森のアート
●日時 ９月21日㈯10:00～12:00 ●内容 森の中の葉
っぱやきのこ等の造形を楽しみながら自然観察します ●
対象 小学生以上15人〔先着〕 申９月７日9:00から電話で
■ガイドウオーク「館長と森を歩こう」
●日時 ９月29日㈰10:00～11:30 ●内容 自然観察の
森を館長が案内します ●持ち物 観察用具。歩きやすい
服装と靴で
■きのこ観察会
● 日 時 10月５日 ㈯10:00～11:30 ● 定 員 20人〔先
着〕 申９月８日9:00から電話で
■レンジャーと歩くガイドウオーク「初秋の森の楽しみ」
●日時 毎週日曜日10:00～11:30、13:30～15:00 ●持
ち物 観察用具。歩きやすい服装と靴で
‖

10/11㈮
10:00〜11:30

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

〒982-0251太白区茂庭字生出森東36-63
☎244･6115、FAX244･6133

‖

仙台市政だより

成人・
50人〔先着〕

博物館

太白山自然観察の森

‖

泉区

27

不要
直接会場へ

∥

太白区

山田市民センター
☎244･0213、FAX244･1843
〒982-0813 山田北前町13-1
泉区中央市民センター
☎372･8101、FAX372･2447
〒981-3117 市名坂字東裏53-1
松森市民センター
☎776･9510、FAX776･9512
〒981-3111 松森字城前9-2

どなたでも

9/14㈯
13:00〜15:30

かがり

なかだ篝 火コンサート 篝火の中、エレクトーンと
「エレクトーン・キーボ キーボードの演奏をお楽し
みください
ードの調べ」

‖

沖 野 耕 友 大 学（公 開 講 防災講座「浸水害・洪水害
座)
から命を守る」

‖

沖野市民センター
☎282･4571、FAX285･4681
〒984-0831 沖野7-34-43

■森の学習室「本格的な藍染めを楽しもう」
● 日 時 ９月22日 ㈰10:00～12:00 ● 定 員 20人〔先
着〕 ●費用 500円 申９月13日9:00から電話でみどり
十字軍☎090･8257･9245
■はじめての水の森親子キャンプ教室
●日時 10月５日㈯14:00～６日㈰12:00（１泊２日） ●
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
５人まで）の申込時の必要事項と子どもの年齢を記入して
９月17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）
‖

お笑い・歌・マジックショ
都の笑 楽隊400回記念公 ーなど楽しい演芸大会を開
催します
演」
しょうがくたい

〒981-3121泉区上谷刈字堤下8
☎773･0496、FAX773･0559

‖

宮城野区 若林区

※このほかにも、市民センターではさまざまな講座・催しを実施しています。各市民センターでお配りしている市民

（土・日曜日、祝休日を除く）
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
高砂デ・アオーネ「杜の

高砂市民センター
☎258･1010、FAX259･7577
〒983-0014 高砂1-24-9

水の森公園キャンプ場

‖

青葉区

センター名
講座名
内容
対象・定員
日時等
申込方法
青葉区中央市民センター
一番町ミュージック♪ チェロの演奏とクラシック
9/13㈮
不要
☎223･2516、FAX261･3251
どなたでも
12:00〜12:45
タイム
のお話をお楽しみください
直接会場へ
〒980-0811 一番町2-1-4
北山市民医学講座―若
北山市民センター
不要
専門医が「関節リウマチ」 どなたでも・ 9/25㈬
手研究者から学ぶ最前
☎272･1020、FAX272･1036
72人〔先着〕 18:30〜19:30
直接会場へ
についてお話しします
〒981-0934 新坂町8-4
線の予防と治療
音楽交流会「夏の終わり
福沢市民センター
9/10㈫
不要
バイオリンとピアノのコン
秋の始まり コンサー
☎223･9095、FAX213･1647
どなたでも
14:00〜15:30
直接会場へ
サート
〒980-0002 福沢町9-9
ト」
◎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
川柳作品発表やリサイクル
三本松市民センター
9/12㈭〜14㈯
不要
図書まつり
本の提供、コンサートなど
どなたでも。定員等がありますので、事前に確認の上お申し込みください
☎274･3955、FAX234･5355
託児付き
（１歳以上の未就学児）
連続で開催される講座
10:00〜16:00
直接会場へ
〒981-0912 堤町3-23-1 月曜日、祝休日の翌日
を行います
※市民センターの休館日は、

中田市民センター
☎241･1459、FAX242･2535
〒981-1104 中田4-1-5

②③の申 往復はがきに参加者全員の申込時の必要事項
と年齢、性別、会場までの交通手段、②は身長、ポール
貸し出し希望の有無（貸し出し費用は540円）も記入し
て②９月27日③10月１日（いずれも必着）までに

‖

‖

※このほかの催しは市民センター事業ガイドや、ホームページ（http://www.sendai-shi
mincenter.jp/）をご覧ください

休館日:月曜日、祝休日の翌日
（土・日曜日、祝休日を除く）

‖

■「萩」「萩まつり」を題材にした短歌・俳句・川柳の募集
●募集期間 ９月13日㈮～23日㈷ 申施設で配布する応
募用紙または任意の様式に、申込時の必要事項と作品（１
人３点まで）を記入して９月23日（必着）までに郵送また
は直接施設へ
■木の実・草の実展
●期間 ９月28日㈯～10月７日㈪
■植物講話「秋の七草について」
●日時 ９月29日㈰10:30～12:00

‖

10:30～11:30 ハンドベルの演奏

‖

10:00～15:00 野だて

‖

13:30～14:30 バイオリンとピアノの演奏

‖

9/23㈷

10:00～15:00 野だて、萩観賞会、草笛の演奏

‖

9/22㈰

‖

9/21㈯ 10:00～15:00 詩吟、茶会、萩観賞会

‖

うた

9/16㈷ 13:00～14:00 花の詩の集い（出演 仙台フィルハーモニ
ー管弦楽団）

‖

■移動天文台―ベガ号で星空ウオッチング
（晴天時に実施）
●日時‖９月13日㈮19:00～21:00 ●会場‖杜の広場公
園（ゼビオアリーナ仙台（太白区あすと長町1-4-10）東隣
り） ●実施の有無については当日お問い合わせください
■仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科公開サイエン
ス講座「地球vs宇宙―海と火山」
●日時‖９月15日㈰12:00～17:00 ●内容‖地球上の海
や火山の最新研究について、実験や展示を通して紹介 ●
対象‖小学４年生以上

9/15㈰ 10:00～15:00 琴・尺八の演奏、野だて、萩観賞会

‖

19:40 一般500円、小学
ナイトプラネタリウム「ねず
9/14・21・
みと森のなかまたち―お月さ
生 ～ 高 校 生200
28
まを食べたのだあれ？」
円

9/14㈯ 10:00～15:00 しの笛の演奏、茶会、萩観賞会

‖

９月のお知らせ

無料（当日9:00か
ら整理券配布）

震災特別番組「星よりも、遠
9/7、10/5
くへ」

内容等

野草園月見カフェ (お茶・お菓子のふるま
9/13㈮ 17:30～20:00
い、オカリナ・バラライカ演奏会）

①オーエンス泉岳自然ふれあい館オープンデー
●日時 ９月29日㈰9:30～15:00（荒天時中止） ●内容
館内無料開放や浴室入浴体験など ●入浴体験を希望の
方は、タオルや着替え等を持参 ●詳しくはホームページ
http://www.shizenfureaikan.jp/をご覧いただくか、お
問い合わせください
②ノルディックウオーク・秋
●日時 10月12日㈯10:00～14:00 ●内容 泉ケ岳山麓
での実地講習 ●対象 高校生以上20人〔抽選〕 ●費用
2,000円
③古民家デイキャンプ
●日時 10月22日㈷10:00～12:00 ●内容 秋の素材を
使ったハーバリウム作り ●対象 ３歳以上20人〔抽選〕
（中学生以下は要保護者同伴） ●費用 １人1,000円
‖

観覧料

日時

‖

投映日
開始
(各土曜日） 時刻

番組名

‖

●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15分～45分）

■絵灯籠展
●日時 ９月３日㈫～12日㈭9:00～16:45（12日は15:00
まで）
■萩まつり
●期間 ９月13㈮～23日㈷
関連イベント
‖

番組／開始時刻
投映日
（休館日 星空の こどもの 天文の
音楽の時間
星の旅
を除く） 時間
時間
時間 「ゴスペラーズ」
14:30、
平日
ー
ー
ー
ー
16:00
土曜日
14:30
18:00
ー
（10/5を
除く）
10:00、
13:00、 11:30
14:30、
10/5㈯
ー
ー
16:00
18:00
日曜日・祝
14:30
ー
ー
日

〒981-3225泉区福岡字岳山9-8

オーエンス泉岳自然ふれあい館 ☎379･2151、FAX379･2152

‖

■プラネタリウム（投映時間は各回約45分）

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

野草園

施設からのお知らせ

‖

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

●催しは、9 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

天文台

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

‖

お出かけ情報

