お出かけ情報
施設からのお知らせ

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

博物館

みんげいかん

■宮城県民芸協会設立50周年記念企画展「日本民藝館所蔵

施設からのお知らせ

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

仙台文学館
たけよし

と き

かお

費用

10:30～
4/22㈰・29㈷、5/13㈰、
各
各回
12:30、 朗読ワーク
ア
6/3㈰・10㈰
30人 1,000
14:00～ ショップ
（全５回）
〔抽選〕 円
16:00
各回
13:30～ エッセイ実 30人
1,000
15:30 作鑑賞講座 〔抽選〕
円

6/9㈯

除草、土器作り
10:00～15:00

7/28㈯

除草、石包丁・かかし作り

9/22㈯

10:00～12:00 稲刈り

11/3㈷

10:00～13:00 収穫祭

小学３～
６年生と
保護者
20組
〔抽選〕

●費用 １人500円
⑤旧石器体験教室
自分で作った石器を使って食材を切り、旧石器風の料理
を作って食べてみます。
● 日 時 ５月26日 ㈯10:00～12:30 ● 定 員 20人〔抽
選〕
。小学生以下は保護者同伴 ●食材持参 ●雨天時は
室内で石器作りのみを行います
‖

‖

③④⑤の申③４月６日10:00から電話またはファクス
（申込時の必要事項を記入）で④⑤往復はがきに申込時
の必要事項と⑤アは参加希望時間も記入して４月10日
（いずれも必着）までに。１通につき１講座のみ

対象

10:00～12:00 オリエンテーション、田植え

‖

‖

5/12、6/9、9/8、
各回
10:30～ 俳句実作講 30人
ウ 10/13、11/10各土曜日
1,000
〔抽選〕
12:00 座
（全５回）
円

5/12㈯

内容

‖

‖

イ

5/6、7/1、9/2、
12/9、2/3各日曜日
（全５回）

日時（全５回）

４月のお知らせ

定員

①たのしい地底の森教室「展示ガイドツアー」
●日時 ４月８日㈰13:30～14:30
②企画展
「仙台の遺跡めぐり―古墳時代のはじまったころ」
●期間 ４月20日㈮～６月17日㈰
③企画展関連行事 ギャラリートーク「企画展 古墳時代
のはじまったころ」
●日時 ４月22日㈰13:30～14:30
④体験教室「親子でつくろう古代米」
‖

‖

‖ ‖

内容

〒982-0012太白区長町南4-3-1
☎246･9153、FAX246･9158

‖

‖

‖

‖

日時

地底の森ミュージアム
‖

‖

①特別展「田沼武能写真展 時代を刻んだ貌」
●期間 ４月21日㈯～６月24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「
『仙台コレクション』についてのお
話」
●日時 ４月28日㈯11:00～、14:00～ ●内容 仙台の
風景を撮り続けるプロジェクトのお話と写真の紹介
③特別展関連イベント「田沼武能講演会」
●日時 ５月19日㈯14:00～15:30 ●定員 100人〔先
着〕 ●特別展観覧券の半券が必要
ひかる
④小池光短歌講座
●日時 ５月12日㈯13:30～15:40 ●定員 90人〔抽選〕
●費用 1,000円
⑤仙台文学館ゼミナール2018（連続講座）
‖

‖ ‖

‖

‖

‖

30.４. 1

‖

仙台市政だより

〒981-3225泉区福岡字岳山9-8
☎379･2151、FAX379･2152

■泉ケ岳を写そう・春「魅力を引き出す撮影テクニック」
●日時 ５月６日㈰9:30～14:00 ●対象 高校生以上
30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。履き慣れた靴で ●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４月
18日（必着）までに
■泉ケ岳ファミリーアドベンチャー・春「親子デイキャン
プ教室」
●日時 ５月13日㈰9:30～15:30 ●内容 自然観察、野
外炊事等 ●対象 小・中学生と保護者80人〔抽選〕 ●
費用 １人1,000円 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、子どもの学年、交通手段を記入
して４月23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31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４月１日からホ
ームページhttp://www.shizenfureaikan.jp/に掲載する
申込書（希望者には郵送も可）で５月10日（必着）までに
‖

25

オーエンス泉岳自然ふれあい館
‖

月のお知らせ

４

■旬の常設展2018春「戊辰戦争150年特集―幕末の仙台
藩の動向」ほか
幕末から近代までを紹介するコーナーでは、ペリー来航
とそれが仙台藩に与えた影響を、展示資料により紹介しま
す。また、５月27日㈰まではユネスコ記憶遺産・国宝の
「ローマ市公民権証書」を展示します。
●期間‖６月10日㈰まで
■プレイミュージアムイベント「ミニ土人形に絵付けしよ
う」
え と
今年の干支・犬の形をした人形の絵付けを通して、東北
地方に江戸時代から受け継がれる土人形について学びます。
● 期 間 ‖４月20日 ㈮ ～６月３日 ㈰（受 け 付 け は16:00ま
で） ●常設展観覧料が必要
■博物館友の会 平成30年度会員募集中
会員になると、特別展の割り引き（特別展ごとに２回ま
で無料、３回目以降は観覧料の半額）のほか、企画展・常
設展を無料でご覧いただけます。また、友の会だよりや博
物館のお知らせなどをお届けします。
●会費‖年3,000円（学生は年2,000円） 申郵便振替（口
座番号02200-6-31272）
で。詳しくはお問い合わせくださ
い

‖

しゅく こ

選〕 ●講師‖宮城県民芸協会副会長・濱田淑子氏 申往
復はがきに申込時の必要事項を記入して４月26日までに博
物館「手仕事の日本展」係

〒984-0032若林区荒井字沓形85-4
☎390･9022、FAX353･5710

■展示「大切な人の笑顔―シンガポールの子どもたちから
のメッセージ」
●期間 ４月26日㈭～５月13日㈰ ●内容 シンガポー
ル人の学生や現地で生活する日本の子どもたちが、被災地
に心を寄せて描いた笑顔の絵をつなげ、吹き流しにして入
り口に飾ります
‖

品による 手仕事の日本―柳宗悦のまなざし」
●期間‖４月20日㈮～６月３日㈰ ●内容‖大正時代の
思想家・柳宗悦が収集した各地の民芸品などを紹介します
■企画展記念講座「柳宗悦と仙台の民芸」
●日時‖５月19日㈯13:30～14:30 ●定員‖200人〔抽

せんだい3.11メモリアル交流館

●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）
●申し込み方法の記載の無い催しは直接会場へ

‖

むねよし

ぼ しん

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

④⑤の申往復はがき、ファクスまたはＥメール（t-fores
t@coral.ocn.ne.jp）に申込時の必要事項と④は参加者
全員の氏名と子どもの学年も記入して④４月30日⑤５
月10日（いずれも必着）までに

仙台市政だより

30.４. 1
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