
申往復はがきに申込時の必要事項と学生は学年も記入して
①10月13日②11月３日（いずれも必着）まで
■電波教室
●日時

‖

11月11日㈯13:30～15:30　●内容

‖

発信器の原
理を工作により学びます　●対象

‖

小学３年生以上20人
（小学３･４年生は保護者同伴）　申往復はがきに申込時の
必要事項と学生は学年も記入して10月27日（必着）までに
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お出かけ情報 ●催しは、１０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

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

①晩翠忌記念イベント　

②小池光
ひかる

短歌講座
●日時‖11月４日㈯13:30～15:40　●定員‖90人〔抽選〕
●費用‖1,000円　
③特別展関連イベント「〈精霊の守り人〉の世界をイメージ
して石のアクセサリーを作ろう！」
●日時

‖

11月18日㈯10:30～12:00　●対象

‖

１人で参加
できる小学生以上15人〔抽選〕　●費用

‖

200円　

②③の申往復はがきに申込時の必要事項を記入して②10
月10日③10月19日（いずれも必着）までに

日時 会場 内容
10/19㈭

10:00～12:00
仙台城跡

「荒城の月」詩碑前 「荒城の月」市民大合唱

10/22㈰
13:30～14:15 仙台文学館

晩翠わかば賞・晩翠あおば賞
贈呈式

10/22㈰
14:20～15:00

記念行事　二人芝居・土井晩翠
「秋保村にて」

　東北６県と仙台市では、毎年10月の最終土曜日と翌日
の日曜日を「東北文化の日」と定め、この日から約１カ月
間、ミュージアム施設の無料開放などを行います。
◆市の施設の無料開放
　次の施設は、11月３日の文化の日はどなたでも無料です。
また、10月28日㈯～11月26日㈰の土・日曜日、祝日は中
学生以下が無料です（博物館を除く）。
野草園、秋保大滝植物園、セルコホーム　ズーパラダイス
八木山（八木山動物公園）、天文台（イベント、土曜日のナ
イトプラネタリウム等は一部有料）、歴史民俗資料館、地底
の森ミュージアム、縄文の森広場、スリーエム仙台市科学
館、仙台文学館（特別展は有料）、太白山自然観察の森（通
年無料）、博物館☎225･3074、水道記念館（通年無料）☎
393･2188、仙台市電保存館（通年無料）☎244･1267

問文化振興課☎214･6137

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

■仙台市児童・生徒理科作品展
●期間

‖

10月７日㈯～15日㈰
■学べる！　プログラミング体験広場
●日時

‖

10月22日㈰10:00～13:00、14:00～16:00　●
対象

‖

小学生～高校生
■大人の科学教室

日時 内容 対象
①10/29㈰10:00～12:00 宝石の科学 中学生以上20人〔抽選〕
②11/19㈰10:00～12:00 木の不思議 中学生以上15人〔抽選〕

歴史民俗資料館 〒983-0842宮城野区五輪1-3-7
☎295･3956、FAX257･6401

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

■プラネタリウム（投映時間は各回45分）

■ナイトプラネタリウム（投映時間は約15～40分）
●日時‖10月14日～11月４日の毎週土曜日19:40～　●
観覧料‖一般500円、小学生～高校生200円（10月14日は
無料。当日9:00から整理券を配布）　●内容等詳しくはお
問い合わせください
■観察室望遠鏡利用資格講習会
●日時‖11月26日㈰15:00～17:30　●対象‖20歳以上
で汎用型の赤道儀式望遠鏡の組み立て・操作ができ、自宅
のパソコンでＥメールの送受信ができる方20人〔抽選〕　
申ファクスまたはＥメール（info@sendai-astro.jp）に申
込時の必要事項と年齢、メールアドレスを記入して11月５
日（必着）までに

「東北文化の日」はミュージアム施設に出掛けよう

秋保ビジターセンター 〒982-0244太白区秋保町馬場字本小屋16-1
☎・FAX399･2324

■秋保育ちの草花で作るエコバスケット
●日時

‖

10月14日㈯10:00～14:00　●対象

‖

小学生以
上と保護者15組〔先着〕　●費用

‖

１組1,500円　申10月
6日10:00から電話で
■秋の二口峡谷自然歩道観察会
●日時

‖

10月21日㈯9:30～14:30　●対象

‖

初めて参加
する方10人〔先着〕　●集合

‖

秋保ビジターセンター　申
10月12日10:00から電話で
■たこ作り＆焼き芋作り
●日時

‖

11月４日㈯10:00～14:00　●対象

‖

４歳以上の
子どもと保護者20人〔先着〕　●費用

‖

500円　申10月26
日10:00から電話で

■紅葉の泉ケ岳でノルディックウオークを楽しもう
●日時

‖

10月22日㈰10:00～15:30　●対象

‖

20歳以上
20人〔抽選〕　●費用

‖

1,200円（昼食付き）　●ポールの
貸し出し有り（540円）　●持ち物

‖

長袖・長ズボン・飲み
物・雨具・行動食等　申往復はがきに申込時の必要事項と
年齢、性別、交通手段、ポールの貸し出し希望の有無を記
入して10月15日（必着）までに
■泉ケ岳を写そう・秋「魅力を引き出す撮影テクニック」
●日時

‖

11月３日㈷9:30～14:00　●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　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
手段を記入して10月20日（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

■体験学習「れきみんバックヤードツアー」
●日時

‖

10月９日㈷11:00～、14:00～　
■ホームムービーの日「なつかし仙台８ミリフィルム上映
会」
●日時

‖

10月21日㈯10:00～、13:30～
■れきみん秋まつり2017―未来につなぐ芸能とわざ
●日時

‖

10月28日㈯①10:00～16:30②10:00～16:00　
●会場

‖

①榴岡公園②歴史民俗資料館　●内容

‖

①田植踊
や神楽など②伝統工芸実演や朗読公演 ●その他のイベントはお問い合わせください

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

申10月６日9:00から電話で
■展示・イベント

■日曜手づくり教室
日時 内容 定員 費用

10/15

10:30～
12:00、
13:30～
15:00　

ビーズでつくるエレガン
トな腕時計

各10人
〔先着〕

各1,800円

10/22 楽しいポップアップカー
ドつくろう 各200円

10/29 ステンドグラスでつくる
バラのフットランプ 各2,500円

11/5 和紙のちぎり絵―干支・戌
いぬ

をつくる 各1,300円

日時（★は最終日は15:00まで） 催し名
10/7㈯～9㈷ 14:00～ オータムコンサート2017

10/21㈯～11/12㈰ 17:00～19:30 もみじのこみち紅葉ライト
アップ

10/28㈯～11/3㈷ 10:00～16:00★ 池坊いけばな展

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(10/29まで）
H
ホ ラ イ ズ ン
ORISON（11/３～）

音楽の時間
「松任谷由実」特集

平日（10/10・
11・19を除く）

14:30、
16:00 ― ― ―

土曜日 10:00、
13:00、
16:00

11:30 14:30
17:40（10/7を除く）

日曜日、祝日、
10/10・11 ―


