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お出かけ情報 ●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

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

市民センターの
託児付き（１歳以上の未就学児）。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

※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

センター名 講座名 内容 対象・定員 日時 費用 申込方法
生涯学習支援センター
☎295･0403、FAX295･0810
〒983-0852 宮城野区榴岡4-1-8

市民センター託児ボラ
ンティア養成講座

活動案内、保育士や保
健師による講話、保育
所見学、実技など

成人20人
〔抽選〕

9/28～10/26の毎週
木曜日（全５回） 
10:00～11:30

無料
（託児は
１人100円）

9/14（必着）まで
にはがき、ファク
スまたは電話で

青
葉
区

三本松市民センター
☎274･3955、FAX234･5355
〒981-0912 堤町3-23-1

図書まつり
本のリサイクル、食育
の講座、未就学児向け
のイベントなど

どなたでも 9/28㈭～30㈯ 
10:00～16:00 無料 不要

直接会場へ

三本松ロビーコンサー
ト

フルートとギターの演
奏をお楽しみください どなたでも 9/29㈮ 10:00～11:00 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」

ジョン・ウェインが西
部の荒くれ男を演じる
「拳銃無宿」の上映

どなたでも・
96人

〔先着〕
9/22㈮ 13:30～15:00 無料 不要

直接会場へ

泉
区

泉区中央市民センター
☎372･8101、FAX372･2447
〒981-3117 市名坂字東裏
53-1

パパ＆ママふぁんふぁ
んフェスタ2017

親子ヨガ、かえるのピ
ンボールなどで楽しみ
ながら交流しましょう

未就学児と
保護者・

100組〔先着〕
10/4㈬ 10:30～12:00 無料 不要

直接会場へ

いずちゅうロビーコン
サート―ピチカート室
内管弦楽団編

管弦楽とフルートによ
るアンサンブルの演奏
をお楽しみください

どなたでも・
100人
〔先着〕

10/9㈷ 15:00～16:30 無料 不要
直接会場へ

根白石市民センター
☎379･2108、FAX376･5769
〒981-3221 根白石字杉下前24

かむりの里コンサート
「フルートとピアノデ
ュオ」

フルートとピアノの二
重奏をお楽しみくださ
い

どなたでも・
70人

〔先着〕
9/9㈯ 14:00～15:00 無料 不要

直接会場へ

加茂市民センター
☎378･2970、FAX377･4565
〒981-3122 加茂4-2

加茂サロンコンサート
「星空コンサート」

琴や尺八を中心とした
和楽器の演奏をお楽し
みください

どなたでも・
60人

〔先着〕
9/20㈬ 17:00～18:30 無料 不要

直接会場へ

寺岡市民センター
☎378･4490、FAX378･4534
〒981-3204 寺岡2-14-4

講座「長町―利府線断
層帯の現状と影響」

震源になりえる「長町―
利府線断層帯」について
専門家から学びます

どなたでも・
70人

〔先着〕
9/9㈯ 10:00～12:00 無料 不要

直接会場へ

せんだい3.11メモリアル交流館 〒984-0032若林区荒井字沓形85-4
☎390･9022、FAX353･5710

■企画展「みんなでつくるここの地図」
●期間

‖

10月22日㈰まで
■トーク「地域で遊んだ記憶を掘り起こす―沿岸の集落、
田園の集落」
●日時

‖

９月18日㈷14:00～16:00　●内容

‖

地域の方々
の「地域の記憶」のお話を聞いたり紙芝居を見たりします
■中秋の名月／まめげっつあん（豆名月）
●日時

‖

10月４日㈬18:00～20:00　●内容

‖

参加者の皆
さんで一緒にお月見をします　●小学生以下は要保護者同
伴
■稲わらあつめ
●日時

‖
10月７日㈯10:00～12:00　●内容

‖

今後開催予
定の輪通し、むしろなどの道具づくり講座に備えて、稲わ
らを集めます　●定員

‖

20人〔先着〕　●集合場所

‖

新浜
みんなの家（宮城野区岡田浜通54-2）　●費用

‖

100円　
申９月６日10:00から電話またはＥメール（office@send
ai311-memorial.jp）（申込時の必要事項を記入）で

■野草園植物講話「宮城の自然（植生）」
●日時

‖

９月９日㈯10:30～12:00
■萩
はぎ
まつり

●期間

‖

９月16日㈯～24日㈰、10月４日㈬

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

■「萩」「萩まつり」を題材にした短歌・俳句・川柳募集
申作品（１人３点まで）に申込時の必要事項を記入した用
紙（様式は自由）を添えて10月４日（必着）までに
■木の実草の実展
●期間

‖

９月30日㈯～10月９日㈷
■初心者写真撮影講座「ナチュ・フォト」
●日時

‖

９月30日㈯10:30～15:00　●対象

‖

デジタルカ
メラの初心者10人〔先着〕　●費用

‖

500円（入園料別途）
●持ち物

‖

デジタルカメラ・昼食　●動きやすい服装で
申９月６日9:00から電話で

日時 内容等
9/16㈯ 10:00～15:00 茶会、篠笛の演奏、ハギ観賞会

9/17㈰
10:00～12:00 草笛の演奏
10:00～15:00 野だて
13:30～14:30 バイオリンとピアノ演奏会

9/18㈷ 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）

9/23㈷ 10:00～15:00 詩吟、野だて、ハギ観賞会
9/24㈰ 10:00～15:00 琴・尺八演奏、茶会
10/4㈬ 17:30～20:00 月見の会、オカリナ演奏、親子茶会

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

■萬次郎さんの仙台風景スケッチ
●日時

‖

９月８日㈮～24日㈰11:00～18:00　●会場

‖

東
北リサーチとアートセンター（青葉区大町２-３-22第五菊
水ビル３階）　●内容

‖

鉱
こう
床
しょう
学の進展に寄与した地質学者・

渡辺萬次郎氏がスケッチした、移りゆく昭和の風景を紹介
■萬次郎風スケッチ大会
●日時

‖

９月16日㈯13:30～16:00　●会場

‖

トークネッ
トホール仙台（仙台市民会館）　●定員

‖

10人〔先着〕　●講
師

‖

伊達伸明氏　申９月６日10:00から電話またはＥメール
（office@smt.city.sendai.jp）（申込時の必要事項を記入）で
■ショートピース！　仙台短

たん
篇
ぺん
映画祭2017

●期間

‖

９月16日㈯～18日㈷　●内容

‖

国内外の短編映
画などを上映します　●入場料

‖

一般1,000円ほか
■シネバトル　トークサロン
●日時

‖

９月27日㈬18:30～19:30　●内容

‖

映画や映像
について、テーマを設けて参加者同士で語り合います

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

①特別展「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」
●期間‖９月16日㈯～11月26日㈰　●観覧料‖一般800
円、高校生460円、小・中学生230円
②特別展関連イベント「野生動物のお医者さん―人と野生
動物の境界線に生きる」
●日時

‖

９月18日㈷13:30～15:00　●内容‖獣医師・齊
藤慶輔氏による講演　●定員

‖

80人〔抽選〕
③小池光

ひかる

短歌講座
●日時‖10月７日㈯13:30～15:40　●定員‖90人〔抽選〕
●費用‖1,000円　
④こまつ座公演「円

えん
生
しょう
と志

し
ん生

しょう
」

●日時‖10月８日㈰14:00～　●会場‖日立システムズホ
ール仙台　●入場料‖Ｓ席5,800円、Ａ席4,800円ほか　
●チケットは仙台文学館、日立システムズホール仙台など
で販売中　●未就学児は入場できません
⑤晩翠忌イベントで「荒城の月」を歌うグループ募集
　晩翠忌に「荒城の月」と好きな曲（２曲以内）を仙台城
跡「荒城の月」詩碑前で歌うグループを募集します。
●イベント日時‖10月19日㈭10:00～

②③⑤の申②③往復はがき、⑤はがきまたはファクスに
申込時の必要事項を記入して②③９月10日⑤９月22日
（いずれも必着）までに

■特別展「伊達政宗―生誕450年記念」
　博物館所蔵の資料や全国各地の関連資料約230件により、
生誕450年を迎えた伊達政宗の生涯や人物像に迫ります。
●期間‖10月７日㈯～11月27日㈪　●観覧料‖一般1,200
円ほか　●会期中、展示替え有り（後期は10月31日㈫から）
■生誕450年記念　伊達政宗連続講座　特別記念講演会
「伊達政宗と豊臣秀吉」
●日時‖10月７日㈯13:30～15:00　●定員‖200人〔抽
選〕　●講師‖成蹊大学名誉教授・池上裕子氏　申往復は
がきに申込時の必要事項と講座名を記入して９月22日ま
でに博物館「伊達政宗展」係
■旬の常設展2017秋冬「生誕450年―伊達政宗と家臣た
ち」ほか
●期間‖９月12日㈫～12月27日㈬　●内容‖伊達政宗を
支えた家臣たちの武器や書状の紹介など

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

■秋の虫めっけ♪
●日時

‖

９月16日㈯10:00～11:30　●内容
‖

森の中に住
む生き物の観察　●対象

‖

未就学児と保護者15人〔先着〕
申９月６日9:00から電話で
■森コン―森での出会いが始まりに
●日時

‖

９月23日㈷10:00～15:00　●内容

‖

自然観察と
ネイチャーゲームで参加者同士の親交を深めます　●対象‖

30歳～49歳の独身男性・女性各10人〔抽選〕　申往復は
がきまたはＥメール（taihakusan_moushikomi@sendai-
green-association.jp）に申込時の必要事項と当日使用す
るニックネーム（動植物の名前）を記入して９月18日（必
着）までに
■ガイドウオーク「館長と森を歩こう」
●日時

‖
９月24日㈰10:00～11:30　●内容

‖

自然観察の
森を館長がご案内します
■レンジャーと歩くガイドウオーク「秋の草花と虫たち」
●日時

‖

毎週日曜日10:00～11:30、13:30～15:00　●内
容

‖

レンジャーの解説を聞きながら森の中を歩きます

太白山自然観察の森 〒982-0251太白区茂庭字生出森東36-63
☎244･6115、FAX244･6133

（

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

■天文台×東北大学大学院理学研究科公開サイエンス講座
「星はすばる、銀河はすばる」―天文学専攻編
●日時‖９月17日㈰14:00～15:30　●内容‖すばる望遠
鏡の最新観測結果などから、銀河宇宙がどのように形づく
られてきたかを解説します　●定員‖100人〔先着〕
■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８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

■プラネタリウム（投映時間は各回45分）

投映日
（休館日を除く）

番組／開始時刻
星空の
時間

こどもの
時間 ポラリス 音楽の

時間

平日  14:30、
  16:00 ― ― ―

土曜日  10:00、
 13:00、

  16:00
11:30 14:30

17:40
日曜日、祝日 ―

番組名等 投映日 開始時刻 観覧料

星空とともに 9/9㈯

19:40

無料（当日9:00か
ら整理券を配布）

ユニバース―宇宙へ（手話・
字幕付き） 9/23㈷

一般500円、
小学生～高校生

200円攻
こう

殻
かく

機動隊　新劇場版　
V
バ ー チ ャ ル
IRTUAL R

リ ア リ テ ィ ー
EALITY D

ダ イ バ ー
IVER

9/30㈯

■ナイトプラネタリウム（投映時間は約15～40分）
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青葉の森緑地 〒980-0845青葉区荒巻字青葉260
☎263･2101、FAX263･2102

■森のてしごと「身近な植物でクラフト」
日時 内容 定員等 費用

① 9/30㈯ 10:00～
12:30 紙漉

す
き体験！ 小学生以上

各15人〔抽選〕
（小学生は保護者同伴）

―

② 10/7㈯ 10:00～
12:30 草木染め体験！ 500

円

申往復はがき、ファクスまたはＥメール（aobanomori_m
oushikomi@sendai-park.or.jp）に申込時の必要事項と参
加者全員の氏名、学生は学年も記入して①９月19日②９月
25日（いずれも必着）までに


