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仙台市政だより　29.７. 1

お出かけ情報 ●催しは、7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

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

柏木市民センター
☎233･8066、FAX233･8484
〒981-0933 柏木3-3-1

くつろぎタイム―たな
ばたコンサート

七夕の夕暮れのひととき、
バンドネオンとアルパの
響きに浸りましょう

どなたでも・
50人 8/6㈰ 16:00～17:00 無料 不要

直接会場へ

旭ケ丘市民センター
☎271･4729、FAX271･7984
〒981-0904 旭ケ丘3-25-15

旭ケ丘の魅力―真夏の
夜のコンサート

地下鉄駅直結の会場でア
ルトサックスとピアノの
演奏をお楽しみください

どなたでも 7/28㈮ 18:30～19:30 無料 不要
直接会場へ

広瀬市民センター
☎392･8405、FAX392･8410
〒989-3125 下愛子字観音堂5

ジュニアリーダー「く
まっこ」と遊ぼう！

ジュニアリーダーが企画
したおばけやしき等のイ
ベントです

小中学生・
200人
〔先着〕

7/17㈷ 9:30～12:00 無料 不要
直接会場へ

ひろせサマーナイトコ
ンサート2017＆民俗芸
能フェスティバル

星空の下、子ども向けブ
ース、出店、野外ステー
ジで楽しみましょう

どなたでも 8/5㈯ 17:30～20:00
（出店は16:30～） 無料 不要

直接会場へ

落合市民センター
☎392･7301、FAX392･6737
〒989-3126 落合2-15-15

七夕コンサートー声楽
とトーンチャイムで夏
を彩る

手作りの七夕飾りを鑑賞
し、コンサートを楽しみ
ましょう

どなたでも・
150人〔先着〕7/16㈰ 10:30～12:00 無料 不要

直接会場へ

宮
城
野
区

宮城野区中央市民センター
☎791･7015、FAX295･2337
〒983-0842 五輪2-12-70

宮城野かるたを作ろ
う・読み札づくり編

宮城野区内の名所名物が
テーマのカルタの読み札
を作ります

小学生以下
の子どもの
保護者・20人
〔抽選〕

8/5㈯、8/19㈯
（全２回）
14:00～17:00

無料
8/1（必着）までに
往復はがき、ファ
クスまたは窓口へ
はがき持参で

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」

政変に巻き込まれ、父を
失った牧文四郎の成長を
描く「蝉

せみ

しぐれ」の上映

どなたでも・
96人

〔先着〕
7/28㈮ 13:30～15:30 無料 不要

直接会場へ

夕ぐれどきのミニコン
サート・パート１

夏の夜のひととき、音楽
に親しみ、集いましょう

どなたでも・
100人〔先着〕

7/14㈮ 18:00～19:00
※会場 ‖若林区文化セ
ンター展示ホール

無料 不要
直接会場へ

夕ぐれどきのミニコン
サート・パート２

夏の日のひととき、「オカ
リナ」の調べを楽しみま
しょう

どなたでも・
30人〔先着〕

8/4㈮ 15:00～16:00
※会場 ‖若林区文化セ
ンターギャラリー

無料 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

山田ひだまりコンサー
ト

フルート・ギター・ピア
ノ・ソプラノの音楽会。一
緒に歌いましょう

どなたでも 7/15㈯ 14:00～15:00 無料 不要
直接会場へ

泉
区

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―響け！　我ら
心のハーモニー

男声合唱団「オッチェン
コール」の歌声をお楽し
みください

どなたでも 7/15㈯ 14:00～15:00 無料 不要
直接会場へ

市民センターの

※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

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

申①７月６日10:00から電話で②③電話で②７月20日③
８月７日17:00までに

日時 内容等 対象

① 7/23㈰
10:00～15:00

大倉どろんこ遊び（費用 ‖

１組3,000円。昼食付き）
小学生以上の子どもと
保護者20組〔先着〕

②
7/29㈯9:00～
7/30㈰16:00
（１泊２日）

大倉親子キャンプ（費用
‖１組10,000円。４食付

き）

自転車に乗れる小学生
以上の子どもと保護者
20組40人〔抽選〕

③
8/11㈷15:00～
8/12㈯11:00
（１泊２日）

里山で昆虫採集しよう
（費用 ‖１組6,000円。２
食付き）

小学生以上の
子どもと保護者
15組30人〔抽選〕

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

■特別企画展「いにしえの木　林　森」
●期間

‖

７月21日㈮～９月24日㈰　●内容
‖

旧石器時代
と縄文時代を中心に、人と森の関わりを紹介します
■特別企画展関連行事　ギャラリートーク
●日時

‖

８月６日㈰14:00～15:00
■たのしい地底の森教室

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

①縄文夏まつり
●日時

‖

７月17日㈷10:00～15:00
②つくって！縄文―夏休み特別イベント
●日時

‖

８月５日㈯～７日㈪10:00～15:00（12:00～
13:00は休止）　●内容

‖

くるみの殻のスタンプでオリジ
ナルカード作りなど
③夏休みこども考古学教室
●日時

‖

８月20日㈰10:00～14:00　●内容

‖

縄文時代の
体験をしながら楽しく学びます　●対象

‖

小学生と保護者
20組〔抽選〕　●費用

‖

300円　申往復はがき、ファクス
またはＥメール（j-hiroba@cap.ocn.ne.jp）に申込時の
必要事項と学生は学年、保護者の氏名も記入して８月６日
までに

■東日本大震災復興祈念　特別展「空海と高野山の至宝」
●期間‖８月27日㈰まで　●観覧料‖一般1,500円、大学
生1,200円、小・中学生・高校生800円　●会期中、展示替
えがあります（後期は８月１日㈫から）　
■特別展「空海と高野山の至宝」記念講演会「究極の聖地・
高野山の神秘―真言密教の精神性を探る」
●日時‖７月29日㈯13:30～15:00　●講師‖高野山真言
宗宗務総長公室長・山口文

ぶん
章
しょう
氏　●定員‖200人〔抽選〕

申往復はがきに申込時の必要事項を記入して７月14日ま
でに博物館「空海と高野山の至宝」係
■しろ・まち講座「展覧会の見どころ解説―仏像・仏画を
中心に」
●日時‖７月22日㈯13:30～15:00　●定員‖200人〔先
着〕
■旬の常設展2017夏「生誕450年―伊達政宗と城」ほか
●期間‖９月10日㈰まで　●内容‖政宗ゆかりの城に関
する資料や伊達氏の信仰に関する資料などの紹介
■生誕450年記念　伊達政宗連続講座「政宗の国づくりと
寺社政策」（まちなか博物館講座）
●日時‖８月20日㈰13:30～15:00　●定員‖140人〔抽
選〕　●会場‖東北工業大学一番町ロビー　申往復はがき
に申込時の必要事項と講座名を記入して７月31日までに
東北工業大学一番町ロビー（〒980-0811青葉区一番町
1-3-1TMビル）「まちなか博物館講座」係
■仙台っ子歴史探検隊「伊達政宗を探検しよう！」
●日時‖８月19日㈯13:30～15:00　●内容‖よろい調べ
やクイズラリーなど　●対象‖小学４～６年生20人〔抽
選〕　申往復はがきに申込時の必要事項と学校名、学年を
記入して８月３日までに博物館「仙台っ子歴史探検隊」係
■短冊に願いを
●期間‖７月４日㈫～８月13日㈰　●内容‖太白区
に伝承されてきた柳生（やなぎう）和紙を使った
短冊に願い事を書いて笹竹に飾ります　
●常設展観覧料が必要

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

特別
展

「空
海と
高野
山の
至宝
」

割引
券

この
券を
お持
ちに
なる
と

団体
料金
でご
覧に
なれ
ます

（５
人ま
で）

■野草園植物講話「宮城県植物誌の意義と活用、野草園植
物目録の歴史」
●日時

‖

７月15日㈯10:30～12:00
■星空を楽しむ会（夜間開園）
●日時

‖

７月26日㈬17:30～21:00　●移動天文台車「ベ
ガ号」での天体観察など　●17:30以降は入園無料
■夏休み企画

申７月６日9:00から電話で

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

日時 内容 対象

7/30㈰ 10:00～12:30 親子押し葉標本教室 小学生と保護者
20人〔先着〕

8/5㈯ 10:00～12:00、
13:00～15:00

夏休み工作教室「鳥の巣
箱」

小学生と保護者
各10組〔先着〕

④ワクワク実験隊「鉄の不思議教室」
●日時‖８月23日㈬10:00～12:00、14:00～16:00　●対
象‖小学４～６年生各回36人〔抽選〕

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、交通手段、①は子どもの学年も記入して①７月12日
②７月31日（いずれも必着）までに

オーエンス泉岳自然ふれあい館 〒981-3225泉区福岡字岳山9-8☎379･2151、FAX379･2152

日時 内容等 対象
①8/3㈭11:30
～8/6㈰12:30
（３泊４日）

泉ケ岳どきどき体験広場・夏「源流探検」
（◦費用 ‖8,000円　◦7/23㈰に保護者対
象の説明会を開催します（希望者のみ））

小学４年生
～中学生
20人〔抽選〕

②8/11㈷
10:00～11:30 市民講座「泉ケ岳の地質」

150人
〔抽選〕

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、FAX276･2204

①小企画展「自由研究　H
ハ ウ
ow t

ツー
o」展

●期間‖７月８日㈯～８月27日㈰
②特別展 ｢科学捜査展｣
●期間‖７月15日㈯～８月20日㈰　●観覧料‖一般・大
学生900円、高校生700円、小・中学生300円
③特別展関連イベント

※③イ④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、④は希望時間帯も記入して③イ７月11日
④８月９日（いずれも必着）までに

■狩人登場！
　７月中旬から８月末にかけて、土・日曜日を中心に、大
昔の狩人が不定期に各展示室などに登場します。
■七夕体験コーナー
●日時

‖

８月６日㈰～８日㈫13:00～15:00　●内容

‖

石
器で短冊を切り、願い事を書いて飾ります
※いずれも●入館料がかかります

日時 内容
7/9㈰ 13:30～15:00 館長講座「絵図で読む地域の原風景」

7/23㈰ 13:00～15:00 特別企画展関連イベント「木をしらべよう、つくってみよう」

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

■こども文学館えほんのひろば「でんしゃにのってももん
ちゃんがやってきました―とよたかずひこ絵本の世界」
●期間‖７月15日㈯～８月27日㈰
関連イベント

②の申往復はがきに申込時の必要事項と学年、参加希望日
を記入して７月12日（必着）までに
■お話会
●期日

‖

７月15日㈯・17日㈷・19日㈬～22日㈯・25日
㈫・26日㈬・28日㈮・29日㈯、８月１日㈫～３日㈭・5日
㈯　●時間や内容など、詳しくはお問い合わせください
■詩の文学館　朗読劇＆影絵
●日時

‖

８月４日㈮10:30～11:10　●出演

‖

武田こうじ
（詩人）、鶴巻児童館児童劇団「わんにゃんぶう」、錦ケ丘児
童館影絵劇団「つきのえ」
■黒松児童館・台原児童館によるワークショップ「じゅず
玉ストラップを作ろう」
●日時

‖

８月９日㈬11:00～11:45、13:30～14:15　●対象‖

幼児～小学生各20人〔先着〕　申７月12日10:00から電話で

日時 内容 対象等

① 7/23㈰、
8/11㈷

11:00～
12:00

とよたかずひこ読み聞か
せ会

どなたでも（企画
展観覧券が必要）

② ア7/23㈰
イ8/11㈷

13:30～
16:00

とよたかずひこワークシ
ョップ「２時間で８ページ
絵本を作ろう」

ア小学１～３年生
イ小学４～６年生
各16人〔抽選〕

③ 7/30㈰ 11:00～
12:00

とよたかずひこギャラリ
ートーク

どなたでも（企画
展観覧券が必要）

日時 催し名（内容） 対象等
ア7/23㈰

13:00～16:45
警察車両がやってくる
（パトカー、機動隊指揮官車の乗車体
験や記念撮影ができます）

どなたでも

イ7/23㈰
13:30～15:00

鑑識体験をしよう！
（宮城県警察職員が、鑑識業務の紹介
と説明を行います）

小学４年生以上
20人〔抽選〕

ウ7/30㈰
10:30～14:30

機動鑑識車がやってくる
（火災原因を調べるための機動鑑識
車の説明を行います）

どなたでも


