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 ミュージアム情報 MUSEUM 
INFORMATION

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
※ 年末年始の休館日はウェブサイトからご確認ください。

文化情報ウェブサイト「まちりょく」

掲載情報の詳細はこちらから

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
※改修工事により、一部施設休館中

［企画展］
人力車から地下鉄へ
～新しい時代の乗り物～

日時：11月26日（土）～ 4月16日（日）
料金：入館料
 

東北新幹線開業40周
年、仙台市地下鉄開業
35周年を迎え、鉄道を
はじめとして仙台のまち
を変えてきた人力車や自
動車・バス・自転車など、
さまざまな交通用具につ
いて紹介します。また、交
通の発展とともに変わっ

てきた仙台の風景も紹介します。（画像：現在の
JR仙石線の基になった宮城電鉄の営業案内）

［特別展］
山内ジョージ　文字絵の世界

日時：～１２月１１日（日）
料金：一般８１０円、高校生４６０円、小・中学生２３０円
 

宮城県出身のマンガ家・
イラストレーターの山内
ジョージ。手塚治虫に憧
れ、石ノ森章太郎に出会
い、マンガの聖地「トキワ
荘」でマンガ家として研
鑚を重ねる。展示では、
中 学3年 生の時に「 河
北新報」に掲載された4

コママンガや、「トキワ荘」時代の貴重な資料、世
界で愛される「動物文字絵」の原画などを紹介。

（©山内ジョージ　ゴリラ舎）

［企画展］
私たちがここで暮らしていくための科学
～あの日の『黒い壁』の正体（仮）

日時：11月15日（火）～ 3月12日（日）
料金：無料
 
震災のとき、津波を実際に見た多くの方が、津波
を「黒い壁」や「黒い山」と表現しています。なぜ

「黒い壁」のようだったのか。また来るまでに私
たちにできることは何なのか。そんな疑問に、今
研究が進んでいる「災害科学」から迫り、「災害
をできるだけ大きくしないための知恵」としての
科学を伝えます。

たのしい地底の森教室
正月飾りをつくろう

日時：12月18日（日）
料金：入館料
 
地底の森ミュージアムで栽培している古代米の
稲わらを使った土台に、飾り付けをして正月飾り
をつくります。
■会場：地底の森ミュージアム　研修室
■時間：①10：00 ～ ②11：30 ～
　　　  ③13：30 ～（各回30分）
■定員：各回6組（1組4名まで）
■申込み：往復はがき、メール、FAXに ①正月
飾り ②住所 ③参加者全員の氏名（学年） ④
電話番号 ⑤参加希望時間 を明記し、地底の森
ミュージアムまでお申し込みください。
12月3日（土）必着。

縄文の森講座
仙台発掘最前線！！2022

日時：12月11日（日）13：30～ 15：30
料金：聴講無料
 

近年、仙台市内で行われ
た発掘調査の中から、特
に注目される大野田遺跡

（太白区）、今市東遺跡
（ 宮 城 野 区）について、
仙台市教育委員会文化
財課の発掘担当者が紹
介します。
定 員：会 場30名、オン

ライン80名。往復はがき、メール、FAXに、氏名、
住所、電話番号、講座名を明記しお申し込みくださ
い。11月27日（日）必着。

日立システムズホール仙台presents

大前光市（義足のダンサー）×熊谷駿（サックスプレイヤー）

Sendaiscape
日時：1月27日（金）19：00 開演 ／ 1月28日（土）14：00 開演
会場：日立システムズホール仙台 交流ホール

義足のコンテンポラリーダンサーとして国内外で活躍する大前光市と、仙台が誇る日本トップクラスのサッ
クスプレイヤー熊谷駿による「ダンス×ジャズ」のコラボレーション！
気鋭のアーティスト2人が仙台で新たに描き出す風景を、オリジナル作品にのせてお届けします。

第九回民話 ゆうわ座
「伝承のみちすじをたどる」

日時：12月11日（日）13：00～16：00
料金：無料（直接会場へ）
 

「民話 ゆうわ座」は、誰
もが 知っている日本の
民話を題材に、みなさん
の思いや考えを自由に
語り合う場です。「みや
ぎ 民 話 の 会」が1975
年頃から記録してきた、
民話語りの映像や音声
を 見たり聞 いたりしま

す。先祖の声に耳をすませ、民話世界に遊び、
心ひかれることを語り合ってみませんか。



 市民

 ぶんか

 レター

Sendai Cultural 

Foundation

Newsletter

 公演・イベント情報 TICKET
INFORMATION 文化情報ウェブサイト「まちりょく」

掲載情報の詳細はこちらから

 ［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

フ  仙台フィルサービス

  022-225-3934

※ 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

11月3日（木・祝）
15：00～

①11月5日（土）
　11：00～
②11月24日（木）　
　15：00～
③1月15日（日）
　14：00～

11月12日（土）・
13日（日）

11月27日（日）
14：00～

11月30日（水）
19：00～

12月2日（金）
19：00～

12月13日（火）
13：30～

12月16日（金）
19：00～

1月22日（日）
14：00～

1月27日（金）
19：00 ～
1月28日（土）
14：00 ～ 

公演・イベント名

日立システムズ「希望の響き」シリーズ　チャリティーコンサート
仙台フィルハーモニー管弦楽団

「日立システムズ エンジョイ！ クラシックコンサート」
2022
仙台銀行ホール イズミティ21 presents 
イズミノオトドケコンサート
ベートーヴェン 青春ノ輝き

仙台・劇のまちトライアルシアター
にっかわ文化祭

エマイユ・フィルハーモニック 第15回定期演奏会
（第7回仙台国際音楽コンクールヴァイオリン部門第5位 エリアス・ダビッド・モンカド出演）

名曲のちから　オーケストラ・スタンダード Vol.28
太田弦プロデュース －華麗なる「変奏曲」の魅力－

アートキャラバン宮城圏域ホール連携事業
火の鳥ファンタジー

日立システムズホール仙台
避難訓練コンサート

名曲のちから　オーケストラ・スタンダード Vol.29
茂木大輔プロデュース －続・いつか聴いた"懐かしの"あの音楽！－

第39回市民能楽講座
喜多流 能『融（とおる）』　大蔵流 狂言『清水（しみず）』

日立システムズホール仙台presents
大前光市（義足のダンサー）×熊谷駿（サックスプレイヤー）
Sendaiscape

会場

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］

①将監市民センター 多目的ホール
［泉区将監8-1-18］、②仙台銀行本
店ビル 9階講堂［青葉区一番町2-1-
1］、③仙台市子育てふれあいプラ
ザ泉中央（のびすく泉中央）4階
ホール［泉区泉中央1-8-6］

作並小学校　新川分校跡施設
［仙台市青葉区新川北野尻３４］

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
コンサートホール

日立システムズホール仙台
シアターホール

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
コンサートホール

日立システムズホール仙台
シアターホール

日立システムズホール仙台
交流ホール

料金 ※（ ）内は友の会料金

S席一般3,500円（3,150
円）、学生1,500円
A席一般3,000円（2,700
円）、学生1,000円

---
入場無料

［一日通し券］一般1,000
円、高校生以下500円、
未就学児無料

一般1,500円、
高校生以下500円

3,000円（2,700円）、
Vol.29との2公演セット
券 5,000円（4,500円）

4,000円（3,600円）

入場無料

3,000円（2,700円）、
Vol.28との2公演セット
券 5,000円（4,500円）

1階席 3,000円、
2階席 2,500円

【前売】一般：3,800円 （3,300
円）、18歳以下：2,800円
【当日】一般：4,000円、
18歳以下：3,000円

プレイガイド

市  藤  三  
ロ  [Lコード22228] 
ぴ [Pコード221-920] 
e 、 その他（tbcホームページ）

---
（②のみ公式サイト
［izumity21.jp］から
要事前申込）

---
（公式サイト［gekito.jp］
等で10月20日（木）より
予約受付開始）

市  イ カ

市  イ 藤  三  ロ  ぴ  
e  フ

市（窓口のみ）、その他
（ブレイン・ワークス（株）
内アートキャラバン係、多
賀城市文化センター）

---
（公式サイト［sendaiycc.
jp］等から要事前申込）

市  イ 藤  三  ロ  ぴ  
e  フ

市  藤  三
ロ  [Lコード22163]
ぴ  [Pコード513-775] e

市  イ 
ぴ  [Pコード515-204]

発売日

発売中

---

---

発売中

発売中

発売中

---

発売中

発売中

11月24日
（木）

備考

全席指定
未就学児入場不可

①定員120名、申込不要
②定員150名、事前申込制
　応募多数の場合抽選 
　申込期限11月11日（金） 必着
③定員200名、申込不要

混雑状況により入場制限あり

全席自由
未就学児入場不可

全席指定
未就学児入場不可

全席自由
未就学児膝上鑑賞無料（座席
使用の場合はチケットをご購入
ください）

応募多数の場合抽選
申込期限11月15日（火） 必着

全席指定
未就学児入場不可

全席指定
未就学児入場不可

全席自由
未就学児入場不可

お問い合わせ

tbc事業部
［022-714-1022］

仙台銀行ホール 
イズミティ21臨時事務所　
［022-375-3101］

せんだい演劇工房10-BOX
［022-782-7510］

エマイユ・フィルハーモニック
メール: emailphilharmonic@gmail.com

舞台芸術振興課
［022-301-7405］

ブレイン・ワークス（株）内
アートキャラバン係
［022-262-6196］

日立システムズホール仙台
［022-276-2110］

舞台芸術振興課
［022-301-7405］

せんだい演劇工房10-BOX
［022-782-7510］

舞台芸術振興課
［022-301-7405］

発行日：

2022年10月14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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