施設からのお知らせ

〒982-0815太白区山田上ノ台町10-1
☎307･5665、FAX743･6771

縄文の森広場

各
500円

消しゴムはんこでつくる星祭り

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

〒981-3121泉区上谷刈字堤下8
☎773･0496、FAX773･0559

■森の学習室

日時

③

8/8㈷

10:00～
水の森公園内で昆虫観察
12:00

オーエンス泉岳自然ふれあい館 ☎379･2151、FAX379･2152
各20人
〔先着〕

‖

‖

シュロの葉１枚でミニ籠つくり
体験会
◦費用 100円

‖

‖

‖

‖

‖

‖

●持ち物 帽子・飲み物。汚れてもよい服装と靴で 申①
７月19日②７月26日③８月２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

■親子水生生物観察会
●日時‖８月21日㈯9:00～12:00 ●内容 水の中を歩
いて生き物を探します ●対象 小・中学生と保護者20
人〔抽選〕
（１世帯５人まで） ●費用 500円 ●持ち物
運動靴・飲み物 申往復はがきまたはＥメール（info@
shizenfureaikan.jp）に参加者全員の申込時の必要事項と
性別、年齢、交通手段、子どもの学年を記入して８月５日
（必着）までに
‖

7/31㈯

〒981-3225泉区福岡字岳山9-8

水の森の南コースの珍樹木観察

‖

②

定員

‖

7/24㈯

‖

‖

‖

①

催し名等

‖

‖

‖

■企画展「仙台の遺跡めぐり 富沢からのぞく仙台の歴
史」
●期間 ７月18日㈰まで
■富沢ゼミ「進化する細野修一の復元画―未知の絵画世界
への案内人」
●日時 ７月30日㈮15:00～16:30 ●内容 絵描き・細
野修一氏が制作した富沢遺跡をはじめとする復元画の魅力
について、文化財課職員がお話しします ●定員 20人
〔抽選〕 申往復はがき、ファクスまたはＥメール（t-fores
t@coral.ocn.ne.jp）に参加者全員の申込時の必要事項を
記入して７月16日までに

水の森公園キャンプ場

７

月のお知らせ

せんだい・あきう七夕展
10:00～16:00 （7/17㈯・31㈯は音楽イベン
トも開催します）

展示替えに伴い、７月８日㈭まで臨時休館しています。

‖

7/17㈯～8/8㈷

臨時休館のお知らせ

10:30～11:30 秋保の民話語り

‖

7/11㈰・25㈰

催し名等

‖

日時

‖

申７月６日9:00から電話で
■展示・イベント

‖

各
2,500円

‖

ステンドグラスで赤べこの壁掛
け鏡をつくろう

8/8

■小さな自然の世界をのぞく観察会
●日時 ７月17日㈯10:00～12:00 ●内容 肉眼では見
えない小さな生き物を探して、ルーペなどで観察します
●対象 小学３年生以上の子どもと保護者10人〔抽選〕
●持ち物 飲み物・帽子・タオル・虫よけ薬・雨具。歩き
やすい服装と靴で 申電話またはＥメール（taihakusan_
moushikomi@sendai-green-association.jp）に申込時
の必要事項と子どもの学年を記入して７月10日までに
■どうぶつの森観察会
●日時 ７月23日㈷10:00～11:30 ●対象 小学生以上
10人〔先着〕。中学生以下は保護者同伴 ●持ち物 飲み
物・帽子・虫よけ薬・雨具。歩きやすい服装と靴で 申７
月６日9:00から電話で
■セミの羽化を観察しよう！
●日時 ７月24日㈯19:30～21:00 ●対象 小学３年生
以上10人
〔抽選〕
。中学生以下は保護者同伴 ●持ち物 懐
中電灯・虫よけ薬・雨具。歩きやすい服装と靴で 申往復
はがきに参加者全員（１通につき４人まで）の申込時の必
要事項と子どもは学年も記入して７月12日（必着）までに
■ガイドウオーク「夏の森の楽しみ」
●日時 毎週日曜日10:00～11:30、13:30～15:00
‖

夏を楽しむ花遊び・アレンジメ
各
7/25 10:30～
ントをつくろう
1,500円
12:00、
各10人
〔先着〕
13:30～
たまごの殻で楽しい夏をつくろ
各
8/1
15:00
う
1,000円

■特別展「ライデン国立古代博物館所蔵 古代エジプト展」
●期間 ７月９日㈮～９月５日㈰ ●内容‖オランダのラ
ひつぎ
イデン国立古代博物館が所蔵するミイラや棺、石碑、パピ
ルスなど約250点の資料を展示します。古代エジプト人の
生活や死生観、ミイラ作りの過程など最新の知見も紹介
します ●観覧料 一般1,600円、高校・大学生1,400円、
小・中学生900円
■仙台っ子歴史探検隊「博物館のまわりを探検しよう！」
●日時 ８月21日㈯9:30～11:00 ●内容‖クイズラリ
ーなどを通して、博物館館庭の歴史スポットについて学び
ます ●対象‖小学４～６年生20人〔抽選〕 申往復はが
きに申込時の必要事項と学校名、学年を記入して７月30日
までに

‖

費用

〒982-0251太白区茂庭字生出森東36-63
☎244･6115、FAX244･6133

‖

‖

‖

‖

令和３年（2021年）７月号

7/18

定員

太白山自然観察の森
‖

‖

‖

■キャンプ場で遊ぼう！
●日時 ７月17日㈯10:00～14:30 ●対象 ４歳以上の
子どもと保護者５組〔先着〕 申７月７日10:00から電話で
■日帰りキャンプ教室―親子で楽しむ「火育」
●日時 ７月22日㈷10:00～14:30 ●対象 ６歳以上の
子どもと保護者20人〔先着〕 ●費用 １組2,000円 申
７月12日10:00から電話で
■ふたくち山学校―川あそび
●日時 ８月８日㈷10:00～14:00 ●対象 ４歳以上の
子どもと保護者20人〔先着〕 ●費用 １人500円 申７
月28日10:00から電話で

催し名

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

博物館

‖

‖

‖

〒982-0244太白区秋保町馬場字本小屋16-1

秋保ビジターセンター ☎・FAX399･2324

仙台市政だより

日時

施設からのお知らせ

‖

‖

月のお知らせ
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■日曜手づくり教室

●催しは、
７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

■山田上ノ台式縄文乃夏
●日時 ８月９日(振休)10:00～15:00 ●内容 オリジ
ナルのカラーリングブック（塗り絵）の体験やミニコンサ
ート
■夏休み子ども考古学教室
●日時 ８月21日㈯10:00～12:00 ●内容 火起こし体
験やシカの角のキーホルダー作り ●対象 小学生と保護
者８組（１組４人まで）
〔抽選〕 ●費用 300円 申往復
はがき、ファクスまたはＥメール（j-hiroba@cap.ocn.
ne.jp）に参加者全員の申込時の必要事項と子どもの学年も
記入して８月７日までに

〒982-0241太白区秋保町湯元字寺田原40-7
☎304･9151、FAX304･9152

秋保・里センター

‖

■コーナー展示「東北の縄文遺跡―仙台市川前遺跡」
●期間 ７月31日㈯～10月17日㈰ ●内容 平成27年に
発掘された富沢の川前遺跡について、出土資料を展示し、
縄文時代終わりごろの仙台の歴史を紹介します
■つくって！ 縄文―夏休み特別イベント
●日時 ７月31日㈯10:00～12:00、13:00～15:00 ●内
容 石器の形をしたカラフルな消しゴムを作ります

７

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

‖

お出かけ情報

仙台市政だより

令和３年（2021年）７月号

24

