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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

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

［被災地関連展示］
六郷・七郷・高砂と周辺地域の人々
のくらし

日時：3月1日（水）～ 3月31日（金）
料金：入館料
 

東日本大震災によって、
仙台市沿岸部は大きな
被害を受けました。展示
では、特に六郷・七郷・
高砂地区とその周辺地
域を取り上げ、震災前の
暮らしの風景をご覧いた
だくとともに、被災地の震
災直後とその後の復興の

様子を写真で紹介します。
（画像：昨年度の展示の様子）

［写真展］ 
仙台コレクション2001ｰ2022 
１万枚のメッセージ 関連トークイベント
仙台偽コレクション
－ありえた風景、ありえなかった風景－

日時：3月19日（日）13：30 ～ 15：00
料金：無料（展示観覧券もしくは半券が必要）
 
現在私たちが目にする街の風景には、どのような
物語があったのでしょうか。現実の風景に仮想風
景を重ね合わせながら、ありえた、そしてありえな
かった仙台の街の姿を語ります。
出演：佐藤信夫（地域史研究家）
定員：60名／電話で申込（先着）

〈開催中〉
仙台コレクション2001-2022　1万枚のメッセージ
～3月21日（火・祝）

［第40回全国都市緑化仙台フェア連動企画展］ 
ここに根をはる

日時：3月25日（土）～ 7月16日（日）
料金：無料
 

あの日、すべてが瓦礫と黒
い土砂に埋まった光景に、
豊かな自然環境も失われ
たように思われました。し
かし春には、根をはり緑の
芽をのばす植物の姿があ
りました。本展覧会では、
そんな津波浸水域に息づ
く植物を描き続ける画家・

倉科光子氏の作品13点と、仙台沿岸部の植物を
めぐる環境の変遷についてご紹介します。（画像：倉
科光子「40˚12'32"N 141˚47'54"E」）

［第103回企画展］
〈仙台の遺跡めぐり 長町駅東遺跡〉
長町に操車場があったころ

日時：4月21日（金）～ 7月17日（月・祝）
料金：入館料
 

長町には昔、東北最大級
の操車場がありました。
本展では「長町駅東遺
跡」から出土した汽車土
瓶を展示するとともに、東
北福祉大学・鉄道交流
ステーション協力のもと、
操車場があった時代か
ら現代までの長町駅の移

り変わりをご紹介します。（【上】写真：阿部幹夫
氏／所蔵：風の時編集部、【下】写真：平田誠氏）

［週末体験講座］
石器の見方、つくり方

日時：4月16日（日）10：00 ～ 12：00
料金：100円
 

石器のつくり方や、石材
について、実際につくりな
がら学びます。
対象：小学4年生以上

（小学生は保護者同伴）
定員：10名
往復はがき、メール、FAX
に、氏名、住所、電話番号
を明記しお申込みくださ

い。4月2日（日）必着。定員を超えた場合抽選に
なります。

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
 日時：3月20日（月） 前夜祭　19：00～ 20：30
　　  3月21日（火・祝）本祭　10：00～ 17：00
会場：日立システムズホール仙台

星空と路
－3がつ11にちをわすれないために－

日時：〈展示〉3月8日（水）～3月12日（日）
10：00～18：00
〈上映〉3月12日（日）11：00～12：00、
13：30～15：30、16：00～17：30
料金：無料、申込不要
 

「3がつ11にちをわすれ
ないためにセンター」参
加者による記録を利活
用する機会として開催す
る「星空と路（みち）」。プ
ロジェクトを紹介する展
示や上映をおこない、参
加者の活動を通じて、震
災を振り返ります。

さまざまなパフォーマンスを通して垣根を越えた交流を楽しむフェスティバル。
今回は、若者応援をテーマに３月20日、21日の2日間、子どもから大人までみんなが楽しめるおまつりを
開催します。詳しくはウェブサイト（https://www.sendaiycc.jp/）をご覧ください。
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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）

※ 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：

2023年2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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日時

3月5日（日）
15：00 ～

3月12日（日）
14：00～

3月20日（月）
19：00～

3月21日（火･祝）
10：00～ 17：00

3月21日（火･祝）
15：30～

5月28日（日）
14：00～

6月18日（日）
14：00～

公演・イベント名

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

仙台ジュニアオーケストラ
2023スプリングコンサート

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 前夜祭！

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

リーディング公演 
Voice ～仙台市東部沿岸地域の伝承と物語
フェスティバル特別編
（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
シアターホール
［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
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
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

料金 ※（ ）内は友の会料金

3,000円
（2,700円）

一般：1,000円
高校生以下：500円

一般：1,000円
学生：500円

---
入場無料

---
無料

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  [Lコード22756] 

市  イ 藤  三  カ  

市  イ
ロ [Lコード21641]
ぴ [Pコード233-380]

---
（申込不要）

---
（要事前申込）

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

---

申込受付中
（先着400名）

発売中

発売中

備考

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

一部事前申込あり

全席自由

申込方法の詳細は公式サ

イト（https://www.sendai
ycc.jp）をご覧ください。

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

仙台銀行ホール 
イズミティ21臨時事務所
［022-375-3101］

音楽振興課
［022-727-1876］

日立システムズホール仙台
［022-276-2110］

日立システムズホール仙台
［022-276-2110］

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］


