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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

［季節展示］
仙台の正月

日時：～ 1月31日（火）
料金：入館料
 

仙台地方で「おかざり・き
りこ・きざみもの」などと
呼ばれる正月迎えの切
り紙のほか、再現した正
月膳、伝統的な門松な
どを展示し、仙台地方の
正月行事を紹介します。

【同時開催】企画展
「人力車から地下鉄へ～新しい時代の乗り物～」
4月16日（日）まで開催中

［写真展］
仙台コレクション2001-2022
１万枚のメッセージ

日時：1月21日（土）～ 3月21日（火・祝）
料金：一般５８０円、高校生２３０円、
　　　小・中学生１１０円
 

変わりゆく仙台を写真で
伝え残すプロジェクト「仙
台コレクション」。今回の
展示では、1万点の写真
とともに、仙台を題材とし
た文学作品とゆかりの場
所の写真、仙台在住の各
分野で活躍する方 に々よ
る「街」によせる想いなど

で、写真とことばが響きあう空間を生み出します。

冬の遊びと手仕事シリーズ

日時：①1月21日（土）、②2月4日（土）
　　  両日とも10：30 ～ 12：00　
料金：各300円
 

懐かしい遊びや、仙台市
東部沿岸地域に残る季
節や自然を感じられる手
仕事などを体験するシ
リーズ。1月と2月はほう
きとスズムシを作ります。
申込：1月6日（金）
　　  10：00～
①『ミニほうき』こんなのが

欲しかった！～海辺のオギとヨシでお役立ちグッズ
②本物そっくり！？『スズムシ』づくり～海辺の竹で
虫を知る

［第102回企画展］
遺跡のミ・カ・タ

日時：1月5日（木）～ 2月26日（日）
料金：入館料
 

遺跡の発掘調査では、出
土した土器や石器など
の道具、骨や種子など
の自然 物、さらには 埋
まっていた土そのものも
いろいろな方法で調べ
られています。その見方
（ 分 析・調 査 の 方 法）
と、解き明かされたさま

ざまな時代の暮らしの一端をご紹介します。
（画像：福井県水月湖年縞ステンドグラス）

［縄文の森講座］
縄文人 ーその実像に迫るー

日時：2月26日（日）13：30～ 15：30
料金：無料
 
新潟医療福祉大学の奈良貴史教授に、野々前
貝塚（岩手県）・神明貝塚（埼玉県）・称名寺貝
塚（神奈川県）等の人骨分析からみた縄文人に
ついてお話しいただきます。
定員：会場30名、オンライン（zoom）80名。
往復はがき、メール、FAXに、氏名、住所、電話番
号、講座名、参加方法（会場またはオンライン）を
明記しお申込みください。2月12日（日）必着。
※オンライン参加を希望の場合はメールでお申
込みください。

仙台銀行ホール イズミティ21 コンサートシリーズ

イズミノオト 第8回 リヒャルト・シュトラウス 変容ノ前夜
 日時：3月5日（日） 15：00開演
会場：日立システムズホール仙台 シアターホール

［展覧会］  
定禅寺パターゴルフ???倶楽部!!

日時：1月11日（水）～ 2月5日（日）
　　　10：30～19：00（入場は18：30まで）
料金：一般300円、高校生以下無料、
　　　障害者手帳等提示で半額
 

2組のアーティスト（コンタ
クトゴンゾ 、ドットアーキテ
クツ）が、見たことのないよ
うなパターゴルフ場をつく
ります。プレーはもちろん
のこと公園のような場所
を、ただ眺めて楽しむだけ
でもO.K。道具をつくると
ころからはじめることもでき
ます。（画像：©NAZE）

泉区出身の吉岡知広氏（仙台フィルハーモニー管弦楽団首席チェロ奏者）を中心に国内外で活躍する
演奏家たちを迎え、作曲家の生涯や作品の創作背景を、演奏をとおして紹介していくコンサートシリーズ

「イズミノオト」。今年度は、仙台銀行ホール イズミティ21の大規模改修に伴う休館のため、会場を日立
システムズホール仙台に移して公演を開催いたします。第8回は後期ロマン派を代表するドイツの作曲
家、リヒャルト・シュトラウスを紹介します。

写真左上より：吉岡知広（チェロ／コーディネーター）©Masafumi Tamura／関朋岳（ヴァイオリン）©井村重人／
川又明日香 （ヴァイオリン）／村松龍（ヴィオラ）／今川結（ヴィオラ）／荒井結（チェロ）／名和俊（コントラ
バス）©Masafumi Tamura／北端祥人（ピアノ）©Uwe Neumann
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 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
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）

フ  仙台フィルサービス

  022-225-3934

※ 友の会料金は  市  イ 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。

発行日：

2022年12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。

2023年｜1+2月号｜No.136号

JANUARY + FEBRUARY

1  2

日時

1月15日（日）
15：00～

1月22日（日）
14：00～

1月27日（金）
19：00 ～
1月28日（土）
14：00 ～

2月4日（土）～
2月19日（日）

2月5日（日）～
2月19日（日）

3月5日（日）
15：00 ～

3月20日（月）・
3月21日（火・祝）

5月28日（日）
14：00～

6月18日（日）
14：00～

公演・イベント名

仙台フィルの
爆笑！「音楽ものがたり」コンサート

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

舞台スタッフ・ラボ2022

能-BOX 能面・能装束展
『秘セズガ花 ― 隠サズ見セマス、能ノ世界』

仙台銀行ホール イズミティ21コンサートシリーズ
イズミノオト 第8回 
リヒャルト・シュトラウス 変容ノ前夜

第2回 日立システムズホール仙台 
パフォーマンスフェスティバル

第8回仙台国際音楽コンクール優勝記念
ルゥォ・ジャチン ピアノリサイタル

第8回仙台国際音楽コンクール優勝記念
中野 りな ヴァイオリンリサイタル

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］

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

宮城野区文化センター ほか
［仙台市宮城野区五輪2-12-70］

能-BOX
［仙台市若林区卸町2-15-6］

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

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

料金 ※（ ）内は友の会料金

おとな3,000円
（2,700円）
こども［5歳～中学生］　
1,000円

1階席 3,000円、
2階席 2,500円
（当日各500円増し）

【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

基礎コース：一般3,000円、
高校生以下1,000円
※2部門受講でも同額
基礎＋発展コース：一般5,000
円、高校生以下2,000円

一般 500円、
学生無料

3,000円
（2,700円）

入場無料
［20日（月）前夜祭は有料
一般1,000円、学生500
円］

一般3,000円（2,500円）、
学生1,000円、
シルバー2,700円、
セット券4,500円

一般3,000円（2,500円）、
学生1,000円、
シルバー2,700円、
セット券4,500円

プレイガイド

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]

---
（要事前申込）

---
（申込不要・当日会場
で販売）

市  イ 藤  三  
ロ  [Lコード22756] 

---
（申込不要）

市  イ 藤  三  カ  河  
ロ  [Lコード22766]
ぴ [Pコード232-051]
e

市  イ 藤  三  カ  河  
ロ  [Lコード22767]
ぴ [Pコード232-057]
e

発売日

発売中

発売中

発売中

---

---

1月10日（火）

---

2月8日（水）

2月8日（水）

備考

全席指定

全席指定
未就学児入場不可

全席自由
未就学児入場不可

＊対象：舞台技術に興味のあ
る方どなたでも ＊定員：各部
門（舞台監督・照明・音響）15
人程度（先着順） ＊受付開始
日：1月6日（金）10：00～

混雑時は入場制限の可能
性あり

全席指定
未就学児入場不可

前夜祭のチケットは
1月下旬発売予定

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

お問い合わせ

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］

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］

仙台銀行ホール 
イズミティ21臨時事務所
［022-375-3101］

日立システムズホール仙台
［022-276-2110］

音楽振興課
［022-727-1872］

音楽振興課
［022-727-1872］


