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掲載情報の詳細はこちらから

仙台市歴史民俗資料館 仙台市縄文の森広場地底の森ミュージアム

仙台文学館 せんだいメディアテーク せんだい3.11メモリアル交流館

仙台市宮城野区五輪1-3-7   電話：022-295-3956
開館時間：9:00～16:45（入館は16:15まで）
入館料：一般・大学生240（190）円、高校生180（140）円、
小・中学生120（90）円
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日、第4木曜日

仙台市太白区長町南4-3-1   電話：022-246-9153
開館時間：9:00～16:45（入館は16:15まで）
入館料：一般460（360）円、高校生230（180）円、
小・中学生110（90）円
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日、第4木曜日

仙台市太白区山田上ノ台町10-1   電話：022-307-5665
開館時間：9:00～16:45（入館は16:15まで）
入館料：一般200（160）円、高校生150（120）円、
小・中学生100（80）円
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日、第4木曜日

仙台市青葉区北根2-7-1   電話：022-271-3020
開館時間：9:00～17:00（入館は16:30まで）
常設展観覧料：一般460（360）円、高校生230（180）円、
小・中学生110（90）円
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日、第4木曜日

仙台市青葉区春日町2-1
電話：022-713-3171
開館時間：9:00～22:00
入館料：無料
休館日：第4木曜日

仙台市若林区荒井沓形85-4（地下鉄東西線荒井駅舎内）
電話：022-390-9022
開館時間：10:00～17:00
入館料：無料
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日

※ 入館料：（ ）内は団体（30名以上）および友の会料金

［特別展］
「仙台の夏のくらし・秋のくらし」

日時：7月16日（土）～ 11月13日（日）
料金：入館料
 

仙台の夏から秋にかけて
の生活に欠かせなかった
もの、娯楽、飲食物、年中
行事について紹介します。

〈関連企画〉
■ 展 示 解 説7月16日

（土）、8月13日（土）の
11：00 ～、14：00 ～
■子ども講座「夏を乗り切

る知恵と工夫」8月7日（日）11：00 ～、14：00 ～
■講座「仙台・宮城の夏の食事」8月27日（土）
13：30 ～

第22回こども文学館えほんのひろば
『忍ペンまん丸』展

日時：7月16日（土）～ 9月11日（日）
料金：一般５８０円、高校生２３０円、小・中学生１１０
円（小・中学生は「どこでもパスポート」持参で無料）
 

「忍ペンまん丸」は、ペン
ギンが忍者になる異色の
ストーリーとナンセンスな
ギャグで子どもも大人も楽
しめる、1990年代に連載
された大ヒット漫画です。
宮城県出身の漫画界の
巨匠・いがらしみきおによ
る貴重な漫画原稿ととも

に、「忍ペンまん丸」のストーリーなどを紹介します。
画像：©いがらしみきお

鷲田清一とともに考えるパート２
ドートクのじかん  ３じかんめ「公平」

日時：7月30日（土）
料金：入場無料、申込不要
 

せんだいメディアテーク
館長の鷲田清一が、各分
野のプロフェッショナルか
らお話しをうかがいなが
ら、いま、メディアテークを
通してみえる社会の課題
について、みなさんと共
有し、考えを深めていく対
話の時間です。

先着：120名／手話通訳、要約筆記付
ゲスト：松村圭一郎（文化人類学者 岡山大学
准教授）

短冊展 わたしたちの3.11
800人が綴ったあの日の出来事と未来への願い

日時：7月1日（金）～ 8月16日（火）
料金：無料
 

2016年のオープン以
来、交流館を訪れた来
館者が、3.11に体験し
た出来事と未来への願
いを綴った短冊7年分を
展示室で展示します。
また、夏休み期間中に
は、小学生を対象に、＂鳴
り砂”のヒミツをさぐる仙

台湾岸バスツアーや海辺の竹で作る虫かごづくり
など、さまざまな夏休みイベントを開催します。

［富沢ゼミ］
昭和時代の写真で振り返る「太白区」
～地底の森ミュージアムができるちょっと前～

日時：9月11日（日）13：30～ 15：00
料金：入館料
 
富沢遺跡の発掘調査から、地底の森ミュージア
ムが建っているあたりは、弥生時代から近世に
かけて水田が営まれていたことが分かっていま
す。それでは、ミュージアムができる少し前の太
白区にはどのような風景が広がっていたのでしょ
うか？風の時編集部の佐藤正実さんを講師に迎
え、当時の写真とともに振り返ります。
【定員】会場：45名
【申込方法】氏名・住所・電話番号を記入し、
メールか往復はがき、FAXで【8月21日（日）】
までにお申込みください。

石器製作実験セミナー 尖頭器編

日時：7月17日（日）13：30～ 15：00
料金：無料
 

旧石器時代から縄文時
代の狩猟道具である尖頭
器のつくり方について実
演を通して紹介します。
講師＝金彦中（東北大
学大学院文学研究科）
定員＝会場30名、オンラ
イン80名（先着順）
氏名・住所・電話番号・

参加方法（会場かオンライン）を記入し、メール
かFAXでお申込みください。
※オンラインはメールで申し込み。

©仙台国際音楽コンクール事務局

第7回仙台国際音楽コンクール最高位受賞記念

チェ・ヒョンロク ピアノリサイタル／
シャノン・リー ヴァイオリンリサイタル

2019年に開催された第7回仙台国際音楽コンクールから3年。ピアノ・ヴァイオリン両部門の最高位受
賞者による仙台初ソロ・リサイタルを開催します。杜の都・仙台から世界の扉をひらき、さらなる進化を続け
る若き2人の演奏を、是非お楽しみください。
また、第7回仙台国際音楽コンクール最高位受賞記念リサイタルは、東京公演も予定しております。
詳しくは仙台国際音楽コンクール公式サイト（https://simc.jp/）をご覧ください。

日時：9月11日（日）14：00開演／ 9月19日（月・祝）14：00開演
会場：日立システムズホール仙台　コンサートホール

キム オンジュン
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 ［会員募集］市民文化事業団友の会

会費 1 ,000円（入会日から3月末まで有効）
おもな特典 ●   主催・協力公演チケットの割引・先行予約
 ●  入館料・観覧料の割引
 ●  公演チラシ、情報誌「市民ぶんかレター」の送付
入会方法  日立システムズホール仙台・仙台銀行ホール イズミティ21臨時事務所の窓口にてお申し込みいた

だけます。詳細は、ウェブサイト（https://ssbj.jp/about/tomonokai/）をご覧いただくかお問い合
わせください。

お問い合わせ 仙台市市民文化事業団総務課（平日8:30-17:00）
 電話：022-727-1875／Eメール：sbj@bunka.city.sendai.jp

 ［市民文化事業団通信］
プレイガイド

市  仙台市市民文化事業団

 022-727-1875 
  日立システムズホール仙台

 022-276-2110
イ 仙台銀行ホール イズミティ21
　　臨時事務所

   022-375-3101
B  せんだい演劇工房10-BOX
藤  藤崎 三  仙台三越

カ カワイ仙台 ロ  ローソンチケット

ぴ  チケットぴあ e  イープラス

河  河北チケットセンター

  022-211-1189（平日10：00～14：00）

山 山野楽器　    名 名取市文化会館

※ 友の会料金は  市  イ B  のみの取り扱い
※   市  イ で取り扱うチケットは電話でのご予約も

承ります。チケットの受取方法は来館・郵送のい
ずれかです。詳細は予約時にご案内します。

日時

7月22日（金）～
8月5日（金）
※7月26日（火）は休
講

8月6日（土）、9月
10日（土）、9月17日
（土）、10月15日
（土）、11月19日（土）

9月11日（日）
14：00～

9月19日（月・祝）
14：00～

9月30日（金）～
10月2日（日）

10月10日（月・祝）
昼の部14：00～
夜の部18：00～

10月23日（日）
14：00～

10月28日（金）
13：30 ／ 18：00
10月29日（土）
12：00 ／ 16：30
10月30日（日）
11：00 ／ 15：30

公演・イベント名

こどものための能講座2022

能-BOXゼミナール2022

第7回仙台国際音楽コンクール最高位受賞記念
チェ・ヒョンロク ピアノリサイタル

第7回仙台国際音楽コンクール最高位受賞記念
シャノン・リー ヴァイオリンリサイタル

仙台クラシックフェスティバル2022

人形浄瑠璃「文楽」

仙台ジュニアオーケストラ
第30回定期演奏会

宝塚歌劇 花組 全国ツアー 宮城公演
ミュージカル・ロマンス『フィレンツェに燃える』
ショー グルーヴ『Fashionable Empire』

会場

能-BOX
［仙台市若林区卸町2-15-6］

能-BOX

日立システムズホール仙台
コンサートホール
［仙台市青葉区旭ケ丘3-27-5］

日立システムズホール仙台
コンサートホール

日立システムズホール仙台、
太白区文化センター
［仙台市太白区長町5-3-2］

電力ホール
［仙台市青葉区一番町3-7-1］

日立システムズホール仙台
コンサートホール

名取市文化会館　
大ホール
［名取市増田柳田５２０］

料金 ※（ ）内は友の会料金

3,000円

一般各回1,000円・5回
通し券4,000円、
学生各回500円・5回通
し券2,000円

一般3,000円（2,500円）、
シルバー65歳以上2,500円、
ユース25歳以下1,000円

一般3,000円（2,500円）、
シルバー65歳以上2,500円、
ユース25歳以下1,000円

一般1,300円～ 2,500
円、18歳以下700円～
1,500円

S席4 ,700円（4 ,200
円）、A席3,700円、S席
昼夜セット券8,300円

一般1000円、
高校生以下500円

Ｓ席 8,300円（8,000円）、
Ａ席 7,300円（7,000円）

プレイガイド

---
（要事前申込）

---
（要事前申込）

市  イ 藤  三  河  山  

市  イ 藤  三  河  山  

市  イ  ぴ [Pコード
597-740～743、
597-746～747]

市  イ 藤  三  河  
ロ  [Lコード22436] 
ぴ [Pコード512-314] 
e 、その他（tbc通販、
tbcホームページ）

市  イ 藤  三  カ 

市  イ 名  

発売日

---

---

7月7日（木）

7月7日（木）

7月15日（金）

6月10日（金）

7月11日（月）

8月25日（木）

備考

4歳以上15歳以下
＊未就学児は保護者同伴
＊6月24日（金）より受付
開始

全席自由
＊7月6日（水）より受付開
始

全席指定
未就学児入場不可
託児なし

全席指定
未就学児入場不可
託児なし

全席指定
公演により入場できる年齢
が異なります（0歳以上・3
歳以上・小学生以上）

全席指定
未就学児入場不可
＊昼夜セット券は市では
取扱いなし

全席指定
未就学児入場不可

全席指定
未就学児入場不可

お問い合わせ

せんだい演劇工房10-BOX
［022-782-7510］

せんだい演劇工房10-BOX
［022-782-7510］

音楽振興課
［022-727-1872］

音楽振興課
［022-727-1872］

せんくら事務局
［022-727-1872］

東北放送事業部　
［022-714-1022］

音楽振興課
［022-727-1876］

舞台芸術振興課
［022-301-7405］

発行日：

2022年6月15日

発行：

（公財）仙台市市民文化事業団

〒981-0904 
仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5 
日立システムズホール仙台内

電話：022-727-1875
Eメール：sbj@bunka.city.sendai.jp
https://ssbj.jp/

事業の予定は変更になる場合があります。

最新情報はウェブサイトでご確認ください。

この印刷物はリサイクルできます。
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