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お出かけ情報 ●催しは、3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

仙台市政だより　31.３. 1

■おはよう野鳥かんさつ　
●日時

‖

３月16日㈯6:30～8:00　●内容

‖

雑木林を歩き
ながら野鳥を観察します　●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で
■早春の植物かんさつ会
●日時

‖

３月30日㈯10:00～11:30　●内容

‖

早春に見ら
れる草花などを観察します　●定員

‖

20人〔先着〕　●暖
かく歩きやすい服装と靴で　申３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

‖

３月31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「春をさがしに」
●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園内を歩きます　●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
■野鳥のレストラン
●期間

‖

３月31日㈰まで　●内容

‖

餌台に集まる野鳥を、
室内から観察します

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「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
■企画展関連企画「うんち大研究！―トイレから学ぶ下水
道」
●日時

‖

３月21日㈷10:30～、13:00～、15:00～（各回
１時間程度）　●内容

‖

うんちができるまでの体の仕組み
や下水道の役割等を、クイズや実験を通して紹介します
●対象

‖

小学生と保護者各12組〔先着〕　申３月６日10:00
から電話またはＥメール（office@sendai311-memorial.
jp）で
■メモ館談話室「この場所で、耳をすます（荒浜小学校編）」
●日時

‖

３月10日㈰13:30～15:30　●会場

‖

震災遺構
仙台市立荒浜小学校　●内容

‖

荒浜地区に暮らしてきた
方々から、荒浜地区に寄せる思いなどを伺います
■展示「仙台市立七郷小学校―４年生『おらほの田んぼ』、
５年生『復興絵馬』、６年生『未来の七郷まちづくり』」
●期間

‖

３月26日㈫～４月21日㈰　●内容

‖

七郷小学校
の児童による学習成果の発表

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

●観覧料‖一般500円、小学生～高校生200円
■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‖３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
■仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科公開サイエン
ス講座「天の川銀河誕生の新たな描像に迫る」
●日時‖３月24日㈰14:00～15:30　●内容‖すばる望遠
鏡などの観測で判明した天の川銀河の形成に関するお話　
●定員‖50人程度〔先着〕　●講師‖東北大学教授・千葉
柾司氏　
■昼間の星を見る会
●日時‖毎週土・日曜日、3月21日㈷、25日㈪～29日㈮
の11:45～12:45　●内容‖普段は入ることのできない「観
察室」の望遠鏡を使って、昼間に見える星を観察します
■トワイライトサロン ｢天文台長　土佐誠の宇宙が身近に
なる話｣
●日時‖毎週土曜日17:00～17:45　●内容‖飲食自由の
気軽な雰囲気の中で宇宙をテーマにお話しします

■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
■プラネタリウム震災特別番組（投映時間は各回約40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

天文の
時間

星の旅
―世界編

平日（3/25～29、
4/1～5を除く）

14:30（3/11を
除く）、16:00 ― ― ―

土曜日、3/25～29
10:00、13:00、
16:00 11:30

14:30
―

日曜日、祝日 ―

4/1～5 ― 14:30

投映日 番組／開始時刻
星空とともに 星よりも、遠くへ

土曜日 19:40（3/9・23のみ） 18:00

日曜日、祝日 ― 14:30

3/11 12:40 13:40

●当日9:00から整理券を配布
■ナイトプラネタリウム（投映時間は約25分）

投映日
（各土曜日）

番組／開始時刻
星になったチロ

3/16・30 19:40

七北田公園都市緑化ホール 〒981-3131泉区七北田字赤生津4
☎375･9911、FAX375･9912

■クリスマスローズ展
●期間

‖

３月６日㈬～14日㈭
■雪割草と早春の山野草展
●日時

‖

３月23日 ㈯9:00～16:00、３月24日 ㈰9:00～
15:00
■市民園芸講座

■特別展「いつだって猫展」
●期間‖４月19日㈮～６月９日㈰　●内容‖古くから日
本人が深く親しんできた動物である猫をモチーフとした江
戸時代の浮世絵や土人形等を紹介します　●４月18日㈭
まで前売り券（一般・大学生のみ。1100円）を販売しま
す。詳しくは博物館ホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください
■特別展記念講演会「江戸の猫ブーム」
●日時‖４月20日㈯13:30～15:00　●定員‖200人〔抽
選〕　●講師‖名古屋市博物館学芸員・津田卓

たか
子
こ
氏　申往

復はがきに申込時の必要事項を記入して４月３日までに
■博物館ボランティア募集
●活動内容‖常設展の解説や館庭（仙台城三の丸跡）の案
内、小・中学生の学習活動支援等　●活動期間‖６月から
１年間（年度ごとの更新で最長５年間）　●活動日時‖開館
日の10:00～15:00　●対象‖20歳以上で養成講座に全回
参加でき、修了後に月２回程度活動できる方20人程度〔抽
選〕　●養成講座‖５月18日㈯・26日㈰（全２回）9:30～
16:20　●交通費等自己負担　●市民活動補償制度が適用
されます（対象は仙台市民のみ）　申博物館で配布する申込
用紙（市ホームページからもダウンロード可）と返信用は
がきを３月31日までに郵送。直接持参も可　●結果は４月
下旬ころ送付します
◆事前説明会
●日時‖３月17日㈰10:00～11:30　申３月16日までに電
話で　
■パネル展示「地震と仙台城」
●期間‖３月５日㈫～17日㈰　●内容‖仙台城を襲った
自然災害の歴史と、災害を乗り越えてきた仙台城の姿をパ
ネルで紹介します　●常設展観覧料が必要

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

●暖かく汚れてもよい服装と靴で　申①３月８日②３月15
日9:00から電話でみどり十字軍☎090･8257･9245　問仙
台市公園緑地協会☎293･3583

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 催し名 定員 費用

①3/16㈯
10:00～
12:00

水の森藪
やぶ
こぎアップダ

ウン氷室コース 各20人
〔先着〕

―

②3/24㈰ 木工教室・本立てつくり 300円

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

センター名 講座名 内容 対象・定員 日時等 申込方法

青
葉
区

中山市民センター
☎279･9216、FAX719･2150
〒981-0952 中山3-13-1

春のうきうきコンサート
音大生による、子どもから
大人まで楽しめるコンサ
ート

どなたでも 3/19㈫ 14:00～14:45 不要
直接会場へ

広瀬市民センター
☎392･8405、FAX392･8410
〒989-3125 下愛子字観音堂5

平和の記憶コンサート・
未来へ

戦争体験者の子ども時代
の体験記の朗読とフルー
ト、ピアノの演奏会

どなたでも 3/16㈯ 14:00～15:00 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・春「春
の音クラシックギターコ
ンサート」

「ギターデュオホープ」に
よる、一足早い春を感じる
コンサート

どなたでも・
80人〔先着〕 3/6㈬ 12:00～12:40 不要

直接会場へ

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

フィルハーモニックアン
サンブル「概

おおむね

」コンサー
ト

「ウエルカム高砂サロー
ネ」の最後を飾るコンサー
ト

どなたでも 3/17㈰ 13:30～14:20 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「女性のた
めの囲碁教室」

囲碁の打ち方の基本を学
び、対局を目標にレベルア
ップを図ります

初めて囲碁を
打つ女性・
18人〔抽選〕

４月～2020年３月の原則第
２・３木曜日（全18回）
13:30～15:30
※テキスト代実費

往復はがき
に申込時の
必要事項を
記入して
3/19までに

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

いずちゅうロビーコンサ
ート「スプリングコンサ
ート」

バイオリン、ピアノ、クラ
リネットによる春の曲の
演奏

どなたでも・
30人〔先着〕 3/23㈯ 13:00～14:00 不要

直接会場へ

申①～③３月６日④３月13日9:00から電話で

日時 催し名 費用 定員

①3/9㈯ 10:00～
12:00

透明水彩で描く―クリスマス
ローズのはがき絵

100
円

20人
〔先着〕

②3/10㈰ 10:00～
11:30

ガーデンビギナーズ「クリス
マスローズの育て方」 ― 30人

〔先着〕

③3/16㈯ 10:00～
11:30 ウチョウランの育て方 800

円
20人
〔先着〕

④3/20㈬ 10:00～
11:30

家庭菜園ビギナーズ「ジャガ
イモの栽培ほか」 ― 40人

〔先着〕


