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仙台市政だより　29.12. 1

お出かけ情報 ●催しは、12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

※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）

※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://w
 ww.sendai-shimincenter.jp/）をご覧ください

仙台市政だより　29.12. 1

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

青葉区中央市民センター
☎223･2516、FAX261･3251
〒980-0811 一番町2-1-4

一番町ミュージック♪タ
イム―ランチタイム・コ
ンサート

馬頭琴のロビーコンサー
トです どなたでも 12/6㈬ 12:30～13:00 無料 不要

直接会場へ

貝ケ森市民センター
☎279･6320、FAX279･6704
〒981-0942 貝ケ森1-4-6

四季の杜サロンコンサー
ト「音のプレゼント」

音楽とお話でクリスマス
の雰囲気を楽しみましょ
う

どなたでも 12/21㈭ 10:00～11:00 無料 不要
直接会場へ

折立市民センター
☎226･1226、FAX226･2660
〒982-0261 折立3-20-1

市民企画講座「世界のお
いしいところ発見！」―
インド・モンゴル編

サーランギと馬頭琴によ
るちょっぴり早いクリス
マスコンサート

どなたでも 12/9㈯ 13:30～15:00 無料 不要
直接会場へ

木町通市民センター
☎711･2561、FAX212･4330
〒980-0801 木町通1-7-36

みんなの北三番丁公園プ
ロジェクト―緑のクラシ
ックコンサート

自然をテーマにしたクラ
シック音楽の演奏 どなたでも 12/9㈯ 13:30～15:00 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

四季コンサート・冬―音
楽と朗読による「くるみ
割り人形」

ピアノやフルート、朗読
による「くるみ割り人形」
の上演

どなたでも・
80人〔先着〕 12/20㈬ 12:00～12:40 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」

少年とコリー犬ラッシー
の強い友情を描く「名犬
ラッシー」を上映

どなたでも・
96人〔先着〕 12/22㈮ 13:30～15:00 無料 不要

直接会場へ

太
白
区

柳生市民センター
☎306･6750、FAX306･7081
〒981-1106 柳生7-20-7

柳生キッズクラブ「移動
天文台―冬の星空観望会」

移動天文車「ベガ号」で
冬の星空を観察します

どなたでも
（小学生以下
は保護者同伴）

12/15㈮ 18:00～20:00
※会場‖柳生小学校
校庭

無料 不要
直接会場へ

泉
区

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

寺岡･紫山音楽フェスタ
プロのギター演奏と、仙
台白百合学園生徒による
楽器演奏や合唱・ダンス

どなたでも 12/17㈰ 10:00～11:30 無料 不要
直接会場へ

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―クリスマスコンサ
ート

「フィルハーモニア・ウイ
ンド・オーケストラ」の
演奏

どなたでも 12/17㈰ 14:00～15:00 無料 不要
直接会場へ

日時 内容 定員 費用

12/17
10:30～
12:00、
13:30～
15:00　

和紙のちぎり絵―金
きんうんしゅちく
雲朱竹をつ

くる
各
10人
〔先着〕

各
1,200円

12/24 もうすぐお正月・干支の張り子
をつくろう

各
1,000円

1/7 新春！　えっぐクラフト教室 各
500円

申12月６日9:00から電話で
■展示・イベント

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

日時（★は最終日は15:00まで） 催し名等
12/10㈰・24㈰ 10:30～11:30 秋保の民話語り

12/29㈮～1/4㈭
10:00～16:00★

新春の器展

12/29㈮～1/14㈰ なつかしいお正月遊び

1/1㈷ 10:00～ 元日の甘酒振舞い（無くな
り次第終了）

1/6㈯～21㈰ 10:00～16:00 新春ピンポンコーナー

水の森公園キャンプ場 〒981-3121泉区上谷刈字堤下8
☎773･0496、FAX773･0559

■森の学習室「木の実でつくるクラフト体験」 
●日時

‖

12月17日㈰10:00～12:00　●定員

‖

20人〔先
着〕　●動きやすい服装と靴で　申12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

■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‖12月27日㈬まで　●内容‖伊達政宗関係の資料
を紹介するほか、12月19日㈫～27日㈬の間、伊達政宗所
用の黒漆五枚胴具足を展示します
■博物館友の会　古文書講読会「天下人と伊達氏」
●日時‖12月23日㈷13:30～15:00　●定員‖200人〔先
着〕　●費用‖100円（博物館友の会会員以外の方）
■はじめての「くずし字」
　戊辰戦争に関する風刺画などを題材にして、初心者向け
に古文書解読の基礎を解説します。

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

日時（各全２回） 会場 定員 講師

①1/15㈪・22㈪ 13:00
～
14:30

東北大学川内北キャ
ンパス（青葉区川内41）

各回
100人
〔抽選〕

東北大学東北ア
ジア研究センタ
ー上

うえひろ
廣歴史資料

学研究部門助教・
友田昌宏氏

②1/29㈪、2/5㈪

●①②とも講座内容は同じです　申往復はがき（１通につ
き１人）に申込時の必要事項と希望する回を記入して12月
17日までに博物館「はじめての『くずし字』」係
■図録セール
　過去の展覧会図録やグッズ等をお得な価格で販売します。
●期間‖12月７日㈭～27日㈬

セルコホーム　ズーパラダイス
八木山（八木山動物公園）

〒982-0801太白区八木山本町1-43
☎229･0122、FAX229･3159

■どうぶつたくさんおはなしかい
●日時‖12月９日㈯13:00～13:30　●会場‖ビジターセ
ンター　●内容‖「八木山おはなしやま」の皆さんによる
動物の絵本の読み聞かせや紙芝居の上演
■正月開園のお知らせ
●日時

‖

１月２日㈫・３日㈬10:00～16:00（入園は15:00
まで）　●当日はカレンダーの配布（各日先着300人）や、
「動物たちへエサのお年玉プレゼント」などのイベントも開
催します

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

■冬の絵本と森あそび
●日時

‖

12月10日㈰10:00～12:00　●内容

‖

季節の絵本
の読み聞かせや、散歩、自然の中での遊びを体験します　
●対象

‖

３歳以上の未就学児と保護者15人〔先着〕　申12
月６日9:00から電話で
■森を歩く、森を飾る―季節のリースとキャンドル
●日時

‖

12月16日㈯10:30～14:00　●内容

‖

冬の森でハ
イキングをしながら木の実などを集め、作品を作ります
●定員

‖

15人〔先着〕　●費用

‖

１作品500円　●持ち物‖

昼食・飲み物・雨具　申12月７日9:00から電話で
■野鳥のごはん「バードケーキ」作りと野鳥観察
●日時

‖

12月17日㈰・20日㈬10:30～12:00　●内容

‖

家
庭の庭やベランダへ簡単に設置できる野鳥の餌「バードケ
ーキ」作りと、身近な野鳥を見分けるポイントの紹介など
●定員

‖

各10人〔先着〕　●費用

‖

１作品100円　申12月
７日9:00から電話で
■大人の森あるき
●日時

‖

１月７日㈰9:00～12:00　●対象

‖

高校生以上
15人〔先着〕　申12月16日9:00から電話で

■泉ケ岳どきどき体験広場・冬「歩くスキーと森歩き」
●日時

‖

２月３日㈯9:00～４日㈰15:30（１泊２日）　●対
象

‖

小学４年生～中学３年生30人〔抽選〕　●費用

‖

4,000
円（靴・スキー板代ほか）　●１月21日㈰に保護者対象の
説明会を開催します（希望者のみ）　申往復はがきに参加者
全員の申込時の必要事項と年齢、学年、性別、交通手段を
記入して１月６日（必着）までに

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

①企画展「井上ひさしの国語教室　井上ひさし資料特集展」
●期間‖12月16日㈯～４月８日㈰　●観覧料‖一般570
円、高校生230円、小・中学生110円
②小池光

ひかる
短歌講座

●日時

‖

１月13日㈯13:30～15:40　●定員

‖

90人〔抽
選〕　●費用

‖

1,000円　
③新春ロビー展「100万人の年賀状展」作品募集
●募集部門

‖

ア自由部門（心に残る本の題名やお薦めの１
冊など、本にまつわる言葉や絵を自由に書き添えてお送り
ください）イテーマ部門「旅」（９月～11月に開催した特
別展「上橋菜穂子と〈精霊の守り人〉展」にちなみ、心に
残る旅の思い出や文学作品に登場する旅、旅にまつわる風
景や食事などを年賀状に書き添えてお送りください）　●
１人１枚のみ。作品は返却しません
②③の申②往復はがきに申込時の必要事項を記入して
12月12日（必着）までに③はがきの表面に住所・氏名・
電話番号・部門名、裏面（この面を展示します）に作品
とお住まいの区・氏名（ペンネーム可）を記入して１月
５日までに郵送で

■野鳥のレストラン
●期間

‖

12月１日㈮～３月31日㈯　●内容

‖

餌台に集ま
る野鳥の観察
■おはよう野鳥かんさつ　
●日時

‖

12月９日㈯7:00～8:30　●内容

‖

冬の野鳥の観
察　●持ち物

‖

かっぱ、観察用具（双眼鏡の無料貸し出し
有り）。歩きやすい服装で
■クリスマスオーナメントをつくろう
●日時

‖

12月16日㈯13:30～15:30　●内容

‖

松ぼっくり
などを使ったクリスマス飾り作り　●定員

‖

15人〔先着〕
●費用

‖

100円　申12月６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

‖

12月24日㈰10:00～11:30　●内容

‖

自然観察の
森を館長が案内します
■レンジャーと歩くガイドウオーク「落ち葉を踏みしめて」
●日時

‖

毎週日曜日10:00～11:30　●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

■特別展「W
ウ イ ン タ ー

inter L
ライフ
ife in Sendai―仙台の冬のくらし」

●期間

‖

４月15日㈰まで　●観覧料‖一般・大学生240円、
高校生180円、小 ･中学生120円
■特別展関連イベント「展示解説」
●日時

‖

12月16日㈯11:00～、14:00～　●内容

‖

学芸員
による展示解説　●入館料がかかります
■特別展関連イベント　体験「昔の服を調べよう」
●日時

‖

12月24日㈰、１月７日㈰10:00～12:00、13:00
～15:00　●内容

‖

昔の人が着ていた衣服を手に取り、肌
触りなどを体感します　●入館料がかかります
■冬休みクイズラリー
●期間

‖

12月23日㈷～１月８日㈷　●内容

‖

展示に関す
るクイズに正解すると、景品が当たります　●入館料がか
かります
■季節展示「仙台の正月」
●期間

‖

１月５日㈮～31日㈬　●内容

‖

仙台の門松や正
月膳を復元して紹介します

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

■企画展「仙台市宮城野区蒲生字町87」
●期間

‖

１月28日㈰まで　●内容

‖

日和山を中心とした
蒲生地区の記憶や景色の移り変わり、地域の現在について
の映像やジオラマ、写真等の展示
■リーディングシアター「婦人防火クラブの手記より」―
防災カードゲーム「クロスロード」で学び気付こう
●日時

‖

12月６日㈬14:00～16:30　●内容

‖

震災の津波
に直面した住民や救助に当たった消防隊員等の手記の朗読
と、カードゲーム
■手でつくるラボ「輪通しづくり講座」
●日時

‖

12月16日㈯10:00～12:00　●内容

‖

地域の方々
に正月飾りの作り方を学びます　●定員

‖

20人〔先着〕
●費用

‖

100円　申12月６日10:00から電話またはＥメー
ル（office@sendai311-memorial.jp）で

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

■日曜手づくり教室

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

休館のお知らせ
　館内設備改修工事のため、下記の期間は休館します。
●期間‖12月28日㈭～平成30年３月30日㈮


