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●持ち物

‖

炊事用手袋・エプロン。汚れてもよい服装で　
申①２月６日9:00から電話で②往復はがき、ファクスまた
はＥメール（sendai-yasouen@arion.ocn.ne.jp）に申込
時の必要事項を記入して２月14日（必着）までに

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

■草木染め資料展
●期間

‖

２月２日㈯～28日㈭　
■野草園工房

日時 催し名等 対象

①
2/16㈯

10:00～
12:00

おやこでくさきぞめ（植物染
料で羊毛を染めます）　◦費
用 ‖１組1,000円

小学生以下の
子どもと保護者
10組〔先着〕

②
2/23㈯

はじめての草木染め（植物染
料でシルクストールを染め
ます）　◦費用 ‖2,000円

初めて草木染めを
する方10人〔抽選〕
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仙台市政だより　31.２. 1

お出かけ情報 ●催しは、2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

休館日:月曜日、祝休日の翌日
（土・日曜日、祝休日を除く）

※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）

連続で開催される講座

※このほかの催しは市民センター事業ガイドや、ホームページ（http://www.sendai-shi
  

◎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

※このほかにも、市民センターではさまざまな講座・催しを実施しています。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

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

   mincenter.jp/）をご覧ください

仙台市政だより　31.２. 1

①企画展「もりの風景2018」
●期間‖３月10日㈰まで
②「ミュージアムフォトコンテスト―氷河期の森・縄文の
森の風景2018」作品展
●期間

‖

３月10日㈰まで　●２月11日㈷までの来館者の
投票により入賞作品を決定します
③地底の森ミュージアムボランティア募集
●活動期間

‖

４月～2020年３月（更新可）　●活動内容

‖

館内の展示解説、イベントや講座の補助など　●対象

‖

18歳以上で、４月６日㈯開催のオリエンテーションおよび
７月までの土曜日または日曜日に開催する養成講座（全６
回）に参加できる方15人〔選考〕
④市民文化財研究員募集
●活動期間

‖

４月～2020年３月　●活動内容

‖

週１回程
度（水曜日10:00～12:00）行われる講義や史跡見学など
を通して、考古学や遺跡について学びます　●対象

‖

18歳
以上で、４月10日㈬開催の説明会に参加できる方10人〔選
考〕

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

※③④の申往復はがき、ファクスまたはＥメール（t-for
est@coral.ocn.ne.jp）に申込時の必要事項と③は志望
動機、④は学習したいテーマも記入して３月24日（いず
れも必着）までに

●持ち物

‖

暖かく汚れてもよい服装と靴で　申①２月９日
②２月16日9:00から電話でみどり十字軍☎090･8257･92
45　問仙台市公園緑地協会☎293･3583
■水の森公園キャンプ場３月特別開園
　今年は３月からキャンプ場を利用できます（例年は４月
から）。３月分は利用希望日の１カ月前の同日から予約が
できます。利用施設や料金等は従来の利用期間と同様です。

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　 
日時 内容 定員 費用

①2/17㈰ 10:00～
12:00

樹木の冬芽の観察 各20人
〔先着〕

―
②2/24㈰ 小鳥の巣箱つくり 300円

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

■新春ロビー展「100万人の年賀状展」
●期間‖２月11日㈷まで
■企画展「資料が伝える物語― 2013年以降の新収資料か
ら」
●期間‖３月31日㈰まで　●観覧料‖一般570円、高校生
230円、小・中学生110円
■企画展展示解説
●日時‖２月16日㈯11:00～　●企画展観覧券が必要
■ミュージアムシアター展示室劇場「土井晩翠」
●日時

‖

２月24日㈰11:00～、14:00～　内容

‖

土井晩翠
の生涯を演劇で上演します
■小池光

ひかる
短歌講座

●日時‖３月２日㈯13:30～15:40　●定員‖90人〔抽選〕
●費用‖1,000円　申往復はがきに申込時の必要事項を記
入して２月10日（必着）までに
■アナウンサー絵本読み聞かせ会＆ぐりりーずふれあい会
●日時‖３月３日㈰11:30～、13:30～

■特別展「コメどころ仙台―コメの生産と消費の歴史」
●期間

‖

４月14日㈰まで　
■特別展関連イベント　展示解説
●日時

‖

２月９日㈯11:00～、14:00～
■季節展示「ひな祭り」
●期間

‖

２月23日㈯～３月24日㈰　●内容

‖

明治時代か
ら昭和初めまでに作られ、市内の家庭で飾られていたひな
人形や、堤人形のおひなさま等を紹介します
■たんけん資料館（れきみんバック・ヤード・ツアー）
●日時

‖

２月23日㈯11:00～、14:00～　●内容

‖

学芸員
と一緒に施設の裏側を探検します
■展示「六郷・七郷・高砂と周辺地域の人々のくらし」
●期間

‖

３月１日㈮～31日㈰　●内容

‖

六郷・七郷・高
砂地区の震災前の暮らしを、写真等の資料で紹介します

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

■野鳥のレストラン
●期間

‖

２月１日㈮～３月31日㈰　●内容

‖

自然観察セン
ター研修室から見える場所に、野鳥の給餌台を設置します
■動物のフィールドサインを探そう　
●日時

‖

２月16日㈯10:00～12:00　●内容

‖

森の中に残
された足跡や食

しょく
痕
こん

から、自然観察の森にどんな生き物がい
るのかを探します　●定員

‖

20人〔先着〕　●暖かく歩き
やすい服装と靴で　申２月６日9:00から電話で
■森のクラフト「木の実で作る、ひな飾り」
●日時

‖

２月23日㈯10:00～15:30（随時受け付け）　●内
容

‖

木の実や小枝などでひな飾りなどを作ります（材料が
無くなり次第終了）　
■ガイドウオーク「館長と森を歩こう」
●日時

‖

２月24日㈰10:00～11:30　●持ち物

‖

観察用具
（双眼鏡の無料貸し出し有り）。暖かく歩きやすい服装と靴
で
■レンジャーと歩くガイドウオーク「森とけものたち」
●日時

‖

毎週日曜日10:00～11:30　●持ち物

‖

観察用具
（双眼鏡の無料貸し出し有り）。暖かく歩きやすい服装と靴
で

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

■震災特別番組「星よりも、遠くへ」（投映時間は約40分）
●日時‖３月２日～30日の毎週土曜日18:00～、３月３日
～31日の毎週日曜日・3月21日㈷14:30～、３月11日㈪
13:40～　●当日9:00から整理券を配布
■移動天文台―ベガ号でウオッチング（晴天時に実施）
●日時‖２月８日㈮、３月１日㈮19:00～21:00　●会場‖
榴岡公園　●実施の有無については当日お問い合わせくだ
さい
■天文台開台10周年記念講演「次世代望遠鏡T

テ ィ ー エ ム テ ィ ー
MTでみよ

う、第２の地球の風景」
●日時‖２月24日㈰14:00～15:30　●対象‖小学５年生
以上250人〔先着〕　●講師‖国立天文台TMT推進室准教
授・林左絵子氏　申２月６日9:00からファクスに申込時の
必要事項と年齢を記入して。市ホームページからも申し込
めます　申・問生涯学習課☎214･8844、FAX268･4822

■プラネタリウム（投映時間は各回約45分）

●観覧料‖一般600円、高校生350円、小・中学生250円
■ナイトプラネタリウム（投映時間は各回約25分）

番組名等 投映日（各土曜日） 開始時刻 観覧料
星になったチロ 2/16、3/2

19:40
一般500円、
小学生～高校生

200円
ユニバース―宇宙へ
（手話・字幕付き） 2/23

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 天文の時間

平日（2/21を除
く） 14:30、16:00 ― ―

土曜日 10:00、13:00
（2/24は休映）、
16:00

11:30
14:30、18:00（※）
（※2/23まで）

日曜日、祝日 14:30（2/24、
3/3は休映）

●期間中は、温泉街を巡るスタンプラリーも実施します。
詳しくはお問い合わせください
■おひな様えっぐクラフト教室
●日時‖２月11日㈷10:00～12:00、13:00～15:00（材料
が無くなり次第終了）　●費用‖１個につき500円
■秋保の民話語り
●日時‖２月10日㈰・24日㈰10:30～11:30
■日曜手づくり教室

■手づくりおひな様展
●日時‖２月９日㈯～３月21日㈷10:00～17:00（最終日
は15:00まで）
■おひな様展関連イベント

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 催し名等

期間中の
毎週土曜日

10:00～12:00、
13:00～15:00 おりがみ体験会

11:00～11:30、
14:00～14:30

ひな祭りミュージックライブ（ラ
イブ後に甘酒の振る舞い有り）

3/3㈰ 10:00～15:00 秋保の里　弥生茶会（費用 ‖100
円。菓子が無くなり次第終了）　

申２月６日9:00から電話で

日時 催し名 定員 費用

2/17
10:30～
12:00、
13:30～
15:00　

自分色モザイクタイルのイン
テリアトレーをつくろう

各10人
〔先着〕

各
1,500円

2/24 ステンドグラスで六角形タイ
ルのトレーをつくろう

各10人
〔先着〕

各
2,500円

3/10 ワイルドフラワーで春の花遊
び･アレンジメントをつくろう

各10人
〔先着〕

各
2,000円

センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 申込方法
宮
城
野
区

高砂市民センター
☎258･1010、FAX259･7577
〒983-0014 高砂1-24-9

ウエルカム高砂サローネ
―高砂もりあげ隊公演

高砂今昔物語「みちのく
恋の鶴巻」の上演 どなたでも 2/24㈰ 10:00～、14:00～ 不要

直接会場へ

泉
区

黒松市民センター
☎234･5346、FAX219･2038
〒981-8006 黒松1-33-40

黒松寿大学公開講座「熱
き心のハーモニー」

男声合唱団いずみオッチ
ェンコールによる閉講式
記念コンサート

どなたでも 2/21㈭ 10:30～11:30 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

アコースティックギター
コンサート「歌・時

と き

代の
散歩」

山下圭による「切手のな
いおくりもの」「神田川」
ほか

どなたでも・
50人〔先着〕 2/7㈭ 10:30～11:30 不要

直接会場へ

寄り道サロン「一緒に楽
しみましょう―篠笛と和
太鼓の響き」

女性グループによる篠
しの

笛
と創作和太鼓の参加型コ
ンサート

どなたでも・
100人〔先着〕

3/2㈯ 14:00～15:00
※会場 ‖虹の丘コミュニテ
ィ・センター

不要
直接会場へ

①企画展「３.11現場の事実×心の真実『それでも、下水
は止められない。』―東日本大震災・南蒲生浄化センター
の知られざる闘い」
●期間

‖

４月14日㈰まで　
②企画展関連企画 ｢あの日を伝える『南蒲生浄化センター・
第三ポンプ場』へ｣
● 日 時

‖

３月２日 ㈯10:00～12:00、14:00～16:00　●
内容

‖

バスで蒲生地区に行き、震災の津波の爪痕が残る第
三ポンプ場と、新しい南蒲生浄化センターを見学します　
●定員

‖

各20人〔先着〕　　
③企画展関連企画 ｢朗読『それでも、下水は止められない。』
―T

チーム

eam Sendaiの取り組み｣
●日時

‖

３月９日㈯13:30～15:30　●内容

‖

仙台市職員
有志で結成された「Team Sendai｣ が、震災時の経験を
後世に伝える朗読と映像、日頃の活動等を紹介します　●
定員

‖

50人〔先着〕　
④展示「かえりびな―東日本大震災を忘れないで伝えていく」
●期間

‖

２月14日㈭～３月12日㈫　●内容

‖

東日本大震
災で行方不明になった方の帰還を願って作った「かえりび
な」約260体と、つるし桃飾りの展示
⑤展示「仙台市立七郷中学校『復興展』」

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

②③の申２月６日10:00から電話またはＥメール（office
@sendai311-memorial.jp）で

期間 内容

２/16㈯～2/28㈭ 中学生が実際に地域を歩いて作った「七郷防
災・安全マップ」などの紹介

3/1㈮～3/17㈰ １年間の防災教育の歩みを写真等で紹介


