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仙台市政だより　31.４. 1 仙台市政だより　31.４. 1

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

お出かけ情報
●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
●◆の施設は5月4日は無料開放（特別展等を除く）施設からのお知らせ

◆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（投映時間は各回約45分）

■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‖①４月11日㈭②４月12日㈮19:00～21:00　●会
場‖①勾当台公園②七北田公園　●実施の有無については
当日お問い合わせください
■アースデイ講演会「地球温暖化と極端現象」
●日時‖４月21日㈰14:00～15:30　●定員

‖

50人〔先
着〕　●講師‖東北大学名誉教授・花輪公雄氏

●観覧料‖一般600円、高校生350円、小・中学生250円
●５月５日㈷は展示室も含め小・中学生無料
■プラネタリウム震災特別番組・ナイトプラネタリウム

番組名等 投映日
（各土曜日） 上映時間 観覧料等

震災特別番組「星よりも、
遠くへ」 4/6、5/4 19:40～

20:25
無料（当日9:00か
ら整理券を配布）

ナイトプラネタリウム
「アメリカンウエスト」
「D

ディープ
EEP S

ス ペ ー ス
PACE」

4/20・27 19:40～
20:00

一般500円、
小学生～高校生

200円

◆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

■アフリカゾウ　メアリーのおやつ特別編
●日時‖４月７日～28日の毎週日曜日13:15～　●集合場
所‖アフリカゾウ屋外観覧通路　●内容‖飼育員によるア
フリカゾウの個性や飼育の裏話、餌やり体験　●定員‖各
45人〔先着〕　●費用‖各100円
■どうぶつたくさんおはなしかい
●日時‖４月13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
■飼育の日―ちょこっとお世話体験してみよう！
●日時‖４月19日㈮①10:30～11:30、14:30～15:30②
11:00～11:30　●会場‖ふれあい館　●内容‖①ヤギの
掃除体験②ロバのブラッシング体験　●①は掃除用具の数
に限りがあります
　ゴールデンウイークは東西線で楽々「セルコホーム　ズ
ーパラダイス八木山」へ
　５月１日㈷・３日㈷～５日㈷は、通常より30分早い午前
８時半に開園し、小・中学生の入園料が無料となります。

■ドリームナイト・アット・ザ・ズー参加者募集
●日時‖６月１日㈯15:30～18:30（荒天時中止）　●内
容‖障害のある方とその家族などを閉園後の動物園に招待
します　●対象‖障害者手帳をお持ちの方とその家族など
200組〔抽選〕　●当日は15:00閉園（入園は14:00まで）
となります　申セルコホーム　ズーパラダイス八木山、区
役所総合案内、総合支所などで配布する申込書（市ホーム
ページからもダウンロード可）で５月７日（必着）までに

渋滞対策のため、交通規制等を実施します
　５月１日㈷～５日㈷の期間中、車両の交通規制等を実
施します。地下鉄での来園にご協力をお願いします。

時間帯 内容

全日 動物園駐車場への右折入園禁止

8:00～12:00 東門前交差点の向山方面からの右折禁止

■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

‖

７月７日㈰まで
■せんだい3.11メモリアル交流館「常設展＋企画展」解説
ツアー
●日時

‖
４月９日㈫10:30～12:00　

■展示「ししゅうで伝える『わたしの物語』―東日本大震
災の記憶」
●期間

‖

４月24日㈬～５月19日㈰　●内容

‖

市内の女性
たちが制作した東部沿岸地域の風景などの刺しゅうの展示

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

■季節展示「花見」
●期間

‖

４月６日㈯～５月６日(振休)　●内容

‖

江戸時代
の榴岡公園付近での花見の様子を表したびょうぶ絵や絵は
がき、写真などで花見の変遷を紹介します
■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

‖

４月14日㈰11:00～、14:00～
■企画展「子どもの世界」
●期間

‖

４月27日㈯～７月15日㈷　●内容
‖

「７歳まで
は神のうち」といわれ、さまざまな形で祭りや地域の行事
に参加してきた子どもの世界を紹介します
　企画展関連イベント「展示解説」
●日時

‖

４月27日㈯11:00～、14:00～
　ゴールデンウイーク「おもしろ昔たいけん」
●期間

‖

４月27日㈯～29日㈷、５月３日㈷～６日(振休)
●内容

‖

竹とんぼや水鉄砲などのおもちゃ遊びや石臼ひき
などの体験　●５月５日㈷は小・中学生の入館が無料

◆歴史民俗資料館 〒983-0842宮城野区五輪1-3-7
☎295･3956、FAX257･6401
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■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の紹介　●４月18日㈭まで前売り
券（一般・大学生のみ。1,100円）を販売中。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「東北の猫たちと人とのホットな関係
―民俗事例を中心に」
●日時‖５月11日㈯13:30～15:00　●定員

‖

200人〔抽
選〕　●講師

‖

村田町歴史みらい館専門員・石黒伸一朗氏　
申往復はがきに申込時の必要事項を記入して４月17日までに
■特別展関連イベント「招き猫絵付け体験」
●日時‖５月12日㈰10:00～12:00、13:30～15:30　●対
象

‖

小学生以上各30人〔抽選〕　●費用

‖

各500円　申往
復はがきに申込時の必要事項と参加希望時間を記入して４
月19日までに
■特別展関連イベント「うちの猫

こ
自慢」

　愛猫の写真を特別展会場入り口にご持参ください。特別
展期間中、館内に掲示します。
●観覧料が必要です　●写真は返却しません
■まちなか博物館講座「いつだって猫―江戸時代の猫ブーム」
●日時‖５月25日㈯13:30～15:00　●会場

‖

東北工業大
学一番町ロビー（青葉区一番町1-3-1TMビル）　●内容‖
江戸時代の浮世絵師・歌川国

くによし
芳が描いた猫の浮世絵や招き

猫の土人形、常設展で展示する猫を描いた館蔵作品につい
ての紹介　●定員

‖

140人〔抽選〕　申往復はがきに申込時
の必要事項を記入して４月22日までに東北工業大学一番
町ロビー（〒980-0811青葉区一番町1-3-1TMビル）
■旬の常設展2019春「玉

たま
蟲
むし
左
さ
太
だ
夫
ゆう
と若

わこう
生文十郎」ほか

　戊辰戦争で活躍した玉蟲左太夫と若生文十郎に関
する資料などを展示します。５月６日(振休)まで
はユネスコ記憶遺産・国宝の「ローマ市公民
権証書」の実物を展示します。
●期間‖６月23日㈰まで

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

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

■写真展「花もよう」
●期間

‖

４月12日㈮～26日㈮
　さくらそう展
●期間

‖

４月27日㈯～５月６日(振休)
　さくらそうの育て方講習会
●日時

‖

４月29日㈷10:30～12:00　●定員

‖

30人〔先
着〕　申４月６日9:00から電話で
　「おてんとさんの会」童謡コンサート
●日時

‖

５月３日㈷10:30～12:00
　野草園こどもの日
●日時

‖

５月５日㈷10:30～14:00　●内容

‖

コケ玉づく
り、工作教室など　

◆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

■たのしい地底の森教室
●日時

‖

４月７日㈰13:30～14:30　●内容

‖

学芸員が常
設展示を詳しく解説します
■企画展「仙台の遺跡めぐり　古代びとの道具箱」
●期間

‖

４月19日㈮～６月16日㈰　●内容

‖

古墳時代末
～奈良時代の役所跡である国史跡「仙台郡山官

かん が
衙遺跡群」

などで見つかった道具を中心に紹介します
■企画展関連行事　ギャラリートーク
●日時

‖

４月21日㈰13:30～14:30
　GW　手づくり工房★地底の森

●期間中は、毎週日曜日、祝日に開催している体験コーナ
ー「石器をつかってみよう」は休みです　●５月５日㈷は
小・中学生の入館が無料
■体験教室「親子でつくろう古代米」

●費用

‖

１人500円　申往復はがき、ファクスまたはＥメ
ール（t-forest@coral.ocn.ne.jp）に申込時の必要事項と
参加者全員の氏名、子どもの学年も記入して４月30日（必
着）までに

日時（全５回） 内容 対象等

5/11㈯ 10:00～
12:00

オリエンテーション、田
植え

小学３年生以上の
子どもと保護者
20組〔抽選〕

（保護者が複数
人の場合のみ

小学２年生以下
の見学可）

6/8㈯
10:00～
15:00

土器作り、除草

7/27㈯ 石包丁・かかし作り、除
草

9/21㈯ 10:00～
12:00 稲刈り

11/3㈷ 10:00～
13:00 収穫祭

日時 内容

5/3㈷

10:30～12:00 「氷河期の森」撮影会

13:00～15:00
仙台工業高等学校模型部企画コーナー

「地底の森のこいのぼりツリー」

ミサンガ・小物づくり

5/4㈷
10:30～12:00 「氷河期の森」のカードづくり

13:00～15:00 石器で革のキーホルダーづくり

5/5㈷
10:30～12:00 「氷河期の森」のカードづくり

13:00～15:00 石器づくり

◆縄文の森広場 〒982-0815太白区山田上ノ台町10-1
☎307･5665、FAX743･6771

■縄文春まつり
●日時

‖

５月11日㈯10:00～15:00　●内容

‖

土器の野焼
き、弓矢の体験、コンサートタイムなど
■春のコーナー展示「仙山交流in仙台―下ノ内浦遺跡と出
土遺物」
●期間

‖

６月９日㈰まで　●内容

‖

縄文時代早期・後期の
遺構や遺物が発掘された、富沢駅北側にある下ノ内浦遺跡に
ついて紹介します

震災遺構仙台市立荒浜小学校の開館時間を延長します
　４月27日㈯～５月６日(振休)の期間中、開館時間を
10:00～17:00まで延長します（通常は16:00まで）。
問 震災遺構仙台市立荒浜小学校☎355･8517

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２」 星の旅―世界編

平日（4/18を除
く） 14:30、16:00 ー ー

土曜日
10:00、13:00、

16:00 11:30

14:30、
18:00（4/13を除く）

日曜日、祝休日 14:30


