お出かけ情報
施設からのお知らせ

〒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

９次元からきた男

投映日
4/8㈯
4/15㈯・
29㈷

開始時刻
19:40

観覧料
無料（当日9:00から
整理券を配布）
一般500円、
小学生～高校生200円

●持ち物 長靴・帽子・軍手・新聞紙・ビニール袋・タオ
ル・飲み物・リュックサック等 ●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。雨天中止
④紙飛行機をつくろう！
●日時 ５月14日㈰10:00～11:30 ●内容 仙台紙飛行
機を飛ばす会と日本紙飛行機協会の方々が講師となり、よ
く飛ぶ紙飛行機を作ります ●対象 小学生以上30人〔抽
選〕
。小学４年生以下は保護者同伴
⑤ロボット教室―工作とプログラミング 初級
●日時 ５月28日㈰10:00～15:00 ●内容 ロボット製
ぼんてんまる
作キット梵天丸の製作とプログラミング ●対象 小学４
年生以上10人〔抽選〕 ●費用 5,000円

４

‖

‖

‖

‖

‖

■市民園芸講座「うさぎのいる春のナチュラルアレンジポ
ット」
●日時 4月16日㈰10:00～11:00 ●定員 10人〔先着〕
●持ち物 持ち帰り用の袋。汚れてもよい服装で ●費用
1,000円 申４月６日9:00から電話で

催し名（内容）
会場
対象
焼河原の化石
（泉区焼河原付近に
4/23
ア
泉区焼河原
分布する竜の口層
㈰
小学３年生以上
10:00 の観察と化石採集）
各40人
〔抽選〕
～ 川崎鉱山跡の鉱物
（小学生は
12:30（水晶・黄鉄鉱・黄 川崎鉱山跡
保護者同伴）
5/28
せん あ えん
（柴田郡川崎
イ
㈰
銅鉱・閃亜鉛鉱など 町古関）
の鉱物採集）

‖

〒980-0803青葉区国分町3-1-1
☎264･3924、FAX264･3934

日時

‖

グリーンハウス勾当台

‖

■アースデイ講演会「海は泣いている―地球温暖化と海洋」
●日時‖4月22日㈯14:00～15:30 ●対象‖小学５年生
以上100人〔先着〕 ●講師‖東北大学大学院理学研究科教
授・花輪公雄氏 ●直接会場へ
■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／会場‖４月６日㈭19:00～21:00／勾当台公園、
４月14日㈮19:00～21:00／七北田公園 ●直接会場へ
●実施の有無については当日お問い合わせください
■太陽の通り道をたどろう！―アナレンマのふしぎ
●日時‖４月９日㈰11:45～12:15 ●内容‖太陽の軌跡
をたどり、惑星広場の日時計にメダルを取り付けて、展示
物を作ります ●晴天時に実施 ●直接会場へ

●活動しやすい服装と靴で 申４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
■ビギナーアウトドア教室
●日時 ４月15日㈯10:00～12:00 ●内容 テントの設
営方法や便利なロープの使い方など ●対象 小学生以上
20人〔抽選〕 申往復はがきまたはファクスに参加者全員
（１通につき３人まで）の申込時の必要事項を記入して４
月11日（必着）までに
■街中のオアシス「水の森」をトレッキング！
●日時 ５月13日㈯9:30～12:00 ●内容 水の森公園
の散策とキャンプ場でのカフェタイムを楽しみます ●対
象 小学生以上20人〔抽選〕 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を記入して４
月28日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）

月のお知らせ

番組
震災特別番組「星
空とともに」

―

‖

●観覧料‖一般600円、高校生350円、小・中学生250円
（５月５日は小・中学生無料）
■ナイトプラネタリウム（投映時間は約30～40分）

500円

①小企画展「蒲生干潟展」
●期間 ４月18日㈫～６月11日㈰ ●内容 震災前後の
蒲生干潟の様子を紹介します
②科学技術映像祭入選作品発表会
●期間 ４月15日㈯～５月７日㈰ ●内容 優れた科学
技術映像の入選作品を日替わりで上映します
③自然観察会
‖

11:30、14:30

樹木の花の観察会

各20人
〔先着〕

費用

‖

11:30

山野草の育て方

定員

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

‖

プラネくんと 土・日曜日、祝日、4/6・
こども あそぼう！― 7（4/29～5/5を除く）
の時間 クイズスペシ
ャル・春 4/29～5/5

内容

スリーエム仙台市科学館
‖

10:00、13:00、16:00

4/16㈰

10:00～
12:00

‖

29.４. 1

4/30～5/5

4/15㈯

‖

仙台市政だより

日時

‖

‖

‖

25

投映日（休館日を除く）
開始時刻
4/10以降の平日（4/20、
14:30、16:00
5/1・2を除く）
日曜・祝日、4/6・7
10:00、13:00、
5/3～5を除く） 14:30、16:00
今夜の （4/30、
10:00、13:00、14:30
星空散歩
（4/29を除く）、16:00、
土曜日
17:40（4/22を除く）

‖

‖

‖

■酪農体験をしてみよう
●日時 ４月15日㈯・16日㈰10:00～15:00 ●内容 牧
場の見学、乳搾り、バター作りなど ●対象 親子各20組
40人〔抽選〕 ●費用 各１組2,400円（昼食付き） 申
電話で４月10日17:00までに

■森の学習室

番組

星空の
時間

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

‖ ‖

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

水の森公園キャンプ場

‖

大倉ふるさとセンター

■プラネタリウム（投映時間は各回45分）

施設からのお知らせ

‖

■泉ケ岳ファミリーアドベンチャー・春
●日時∥５月３日㈷9:30～15:30 ●内容∥自然散策、野
外炊事等 ●対象‖小・中学生と保護者20組〔抽選〕 ●
費用∥1,000円 申はがきまたはファクスに参加者全員の
申込時の必要事項と年齢、性別、子どもの学年、交通手段
を記入して４月19日（必着）までに
■泉ケ岳を写そう・春
●日時∥５月21日㈰9:30～15:30 ●対象∥高校生以上
20人〔抽選〕 ●費用‖1,500円 ●持ち物∥カメラ・昼
食・雨具・リュックサック等。履きなれた靴で ●報道カ
メラマンによる技術指導有り ●作品はオーエンス泉岳自
然ふれあい館に展示します 申はがきまたはファクスに参
加者全員の申込時の必要事項と年齢、性別、交通手段を記
入して５月７日（必着）までに
■野外活動ボランティア養成講座
●期間∥５月～平成30年１月（全５回） ●内容∥オーエ
ンス泉岳自然ふれあい館で実施している野外活動プログラ
ムに関する講義と実習（登山・野外炊事・クラフト・歩く
スキーほか） ●対象‖20歳以上の方 申募集要項に添付
の申込書で5月10日（必着）までに（募集要項は、電話ま
たはファクス（申込時の必要事項を記入）で４月30日ま
でにご請求ください）

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

天文台

●催しは、
４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）
●未掲載のファクス番号は、広報課 FAX211・1921 へお問い合わせください

‖

月のお知らせ

４

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

③～⑤の申往復はがきに申込時の必要事項と学生は学校
名と学年、③は参加希望日も記入して③ア４月11日イ５
月９日④４月29日⑤５月９日（いずれも必着）までに

仙台市政だより

29.４. 1
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