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宮城県 石巻市 ① 除籍図書の譲渡会 市民を対象に、図書館での役目を終えた本の無償譲渡を行います。 10月26日～27日 石巻市図書館多目的室 石巻市図書館 無料
石巻市図書館活動G
0225-93-8635

宮城県 石巻市 ①③
郷土史講座「ふるさとの歴史を見つめる　～永遠の
南浜・門脇を語る～」（仮）

講師の出身である門脇を例に、郷土史の調べ方を解説します。 11月3日 石巻市図書館多目的室 石巻市図書館 無料
石巻市図書館企画G
0225-93-8635

宮城県 石巻市 ①
「手作り絵本展」&「図書館の本で作ってみまし
た！」

市民が製作した手作り絵本と、職員が図書館の本を参考にして製作した作
品を展示し、市民の読書活動の推進を図ります。

9月21日～11月3日 石巻市図書館展示室 石巻市図書館 無料
石巻市図書館企画G
0225-93-8635

宮城県 石巻市 ①③ 第46回渡波地区市民文化展 公民館利用団体や地域の方々が制作した作品を展示します。 11月2日～3日 石巻市渡波公民館
石巻市渡波公民館、
渡波公民館利用団体連絡協
議会

無料
石巻市渡波公民館
0225-24-0941

※事業によって担当が異な
るため、問い合わせがあった
都度、該当職員が対応いた
します。

宮城県 石巻市 ①③ 河南民俗芸能発表会（第28回かなんまつり）
石巻市指定文化財である無形民俗文化財の保存及び伝承活動を行ってい
る青少年と指導者による発表会を開催し、郷土民俗芸能の交流と伝承の振
興を図ります。

11月2日 石巻市遊楽館
石巻市河南民俗芸能文化財
保存協会

無料
石巻市河南公民館
0225-86-3663

宮城県 石巻市 ① ビンゴ大会（第28回かなんまつり）
スポーツ少年団による、河南地域の小中学生を対象としたイベントで、交流
を深めることを目的として実施します。

11月2日 石巻市遊楽館
河南地区体育団体連絡協議
会

無料
石巻市河南公民館
0225-86-3663

宮城県 石巻市 ①② 第20回秋の清掃登山旭山クリーン作戦
名所旭山を清掃し、郷土の素晴らしさや自然の大切さを再認識するととも
に、世代を超えた奉仕活動によって、より緊密で連携のとれた地域づくりが
なされることを目的として開催します。

11月10日 県立自然公園旭山 自然公園旭山愛護会 無料
石巻市河南公民館
0225-86-3663

宮城県 石巻市 ①② 第16回かなん少年の主張大会
河南地区の小中学生が日常考えていることを自分の意見として心豊かに発
表し合う機会にするとともに、河南地区青少年健全育成の一助となることを
願い実施します。

11月16日 石巻市遊楽館
河南地区青少年健全育成市
民会議

無料
石巻市河南公民館
0225-86-3663

宮城県 石巻市 ①③ 桃生地区文化祭 桃生地区の芸術文化活動の成果を発表、展示します。 11月9日～10日 桃生公民館 桃生文化協会、桃生公民館 無料
桃生公民館
0225-76-2111

宮城県
石巻市
（雄勝地
区）

①
令和元年度おがつ文化祭及び
雄勝小中学校文化祭の合同開催

一昨年復活した「おがつ文化祭」と雄勝小中学校文化祭（学習発表会）を合
同開催することで、協働活動により自然的互助社会を築く基盤づくりをし、
芸術鑑賞の機会を広く提供し、地域住民の親睦と地域活性を図る。

【発表の部】
令和元年10月19日
  9：30～14：00
【展示の部】
令和元年10月19日
～10月26日
  9：30～16：00

雄勝小中学校
3階　多目的ホール

・雄勝小中学校
・特定非営利活動法人
　雄勝まちづくり協会
・雄勝文化協会
　【三者共催】

無料
石巻市雄勝公民館
0225-57-3052

【協力】
・雄勝公民館
・石巻市雄勝地区復興応援
隊
【後援】
・石巻市教育委員会
・石巻市社会福祉協議会

宮城県 岩沼市 ①② 未来へつなぐ学校と地域の安全フォーラム

安全教育の課題解決に向けた協議を通して，災害・交通・生活に係る安全
教育の発展に資すると共に，国連防災世界会議で採択された仙台宣言の
実現に向け，国際的な視野に立ち，震災後の取組について広く国内外に発
信します。

11月20日 岩沼市民会館
宮城県教育委員会，東北大
学災害科学国際研究所防災
教育国際協働センター

無料

http://drredu-
collabo.sakura.ne.jp/ja/
event/2019/20190809
post-1087

宮城県教育庁スポーツ健康課
学校安全体育班　022-211-3667

宮城県 大郷町 ①
第５回おおさと秋まつり
生涯学習フェスティバルの部

町民の生涯学習活動を推進し、心身の健康増進を図るため、日頃の活動を
発表する機会を提供します。地域住民による芸能発表や創作物の展示、
ワークショップ等を行います。

10月26日
大郷町文化会館
大郷町B＆G海洋センター

大郷町教育委員会 無料
社会教育課(B＆G海洋センター)
022-359-2982

宮城県 大郷町 ①
第５回おおさと秋まつり
ファミリーマラソンの部

スポーツ活動を推進し、心身の健康増進を図るとともに、大郷町の魅力を
発信するため、マラソン大会を開催します。

11月3日 大郷町総合運動場 大郷町教育委員会
社会教育課(B＆G海洋センター)
022-359-2982

参加者募集期間
9/1～9/30

宮城県 大衡村 ② いじめ防止強化月間

「大衡からいじめをなくそう」の思いのもと、11月1日が「みやぎ教育の日」と
いうこともあり、11月を「いじめ防止強化月間」と定め、大衡村いじめ問題対
策連絡協議会及び学校や各機関の協力を得ながら、「人権教室」や「みや
ぎ・中学生いじめ問題を考えるフォーラム」に参加した生徒による「伝える
会」を開催し、いじめの未然防止に向けて様々な活動を実施します。

11月
小・中学校
地域

学校教育課
学校教育課
022-341-8517（直通）

宮城県 角田市 ① 第４７回角田コーラスフェスティバル
市民コーラス愛好者によるコーラス発表及び市内学校の児童生徒による合
唱等を行います。

10月20日 かくだ田園ホール 角田市教育委員会 無料
角田市教育委員会生涯学習課
0224-63-2221

宮城県 角田市 ① LIVE in Kakuda2019 アマチュアバンドによるライブ演奏発表会を行います。 11月17日 かくだ田園ホール 角田市教育委員会 無料
角田市教育委員会生涯学習課
0224-63-2221

宮城県 加美町 ① 第１７回加美町生涯学習講演会
教育、文化芸術、芸能などの分野から著名な方を招いて、その半生や人生
論などを聴講し、自らの生活や地域づくりに貢献することを目的とした講演
会を開催します。

11月10日 中新田バッハホール 加美町・加美町教育委員会 無料
http://www.town.kami.
miyagi.jp

加美町教育委員会生涯学習課
（0229-69-5113）

宮城県 加美町 ③
バッハホール サタデーモーニング・コンサートVol.５
出演：らぽ～む

土曜の朝11時からの無料コンサート。宮城県出身アーティスト（フルート石
垣千尋、ヴァイオリン今野舞、メゾソプラノ今野香澄、ピアノ加藤重美）によ
るユニット。Ave Maria、パイプオルガンによるジブリメドレー、情熱大陸、他。

11月9日 中新田バッハホール 加美町 無料
http://www.town.kami.
miyagi.jp

中新田バッハホール
（0229-63-7367）

宮城県 加美町 ① 小野田図書館まつり
図書館の利用促進を目的に、地元の秋祭りと同時開催で実施しています。
図書館クイズ、物語の主人公に変身コーナー、おはなし会、リサイクル本の
無料配布など、本に親しむ企画を実施し読書推進を図ります。

10月26～27日 加美町小野田図書館 加美町小野田図書館 無料
加美町小野田図書館
（0229-67-5252）

宮城県 川崎町 ③ 川崎町民文化祭
町民の教養を高め、優れた文化の町を目指すため、絵画・書道・手芸等を
幅広く募集し、また、音楽・舞踊等の発表を行い、互いに鑑賞し合いなが
ら、より豊かな心と情操の涵養を図ることを目的とします。

11月3日
川崎町山村
開発センター

川崎町教育委員会 無料
川崎町教育委員会生涯学習課
0224-84-2111（内線：1193）

宮城県 蔵王町 ③ ざおうっ子伝承芸能発表会
蔵王町子ども伝承・創作芸能推進協議会に加盟する４団体及びゲスト団体
による演技を披露します。

11月3日
蔵王町ふるさと文化会館（ございん
ﾎｰﾙ）

蔵王町子ども伝承・創作芸能
推進協議会

無料
蔵王町教育委員会生涯学習課
0224-33-2018

宮城県 蔵王町 ③ 第43回蔵王町文化祭
蔵王町文化協会加盟団体を中心に、絵画・生け花・書道等の展示、民謡民
舞の発表、創作芸能等も披露します。

11月23日～24日
蔵王町ふるさと文化会館（ございん
ﾎｰﾙ）

蔵王町・蔵王町教育委員会・
蔵王町文化協会

無料
蔵王町教育委員会生涯学習課
0224-33-2018

宮城県 塩竈市 ①②③ 令和元年度塩竈市教育功績者表彰式
学校教育、社会教育、芸術、文化、スポーツその他教育の振興に顕著な功
績のあった個人・学校・団体等に対して表彰を行います。

11月1日 ふれあいエスプ塩竈 塩竈市教育委員会 無料
教育総務課総務係
022-362-7744

宮城県 塩竈市 ①② 第１２回塩竈市教育フェスティバル
　学校教育や社会教育の日頃の取組について、展示・ステージ発表等を通
して、広く市民に理解してもらうとともに、様々な視点から家庭・地域社会及
び学校の連携の必要性について理解と啓発を図ります。

11月10日 塩釜ガス体育館 塩竈市教育委員会 無料
学校教育課学校教育係
022-365-3216

宮城県 塩竈市 ①③ 第７２回塩竈市美術展
県内屈指の伝統を誇り、洋画、日本画、書道３部門の一般公募による展覧
会です。

11月12日～17日 ふれあいエスプ塩竈 塩竈市教育委員会 無料
塩竈市公民館
022-365-3341

宮城県 塩竈市 ③
ようこそ！古典芸能の世界へ
～若手歌舞伎役者による舞踊とトークの会～

人間国宝であった故五代目中村富十郎を父に持つ歌舞伎役者、中村鷹之
資（なかむらたかのすけ）による歌舞伎舞踊の公演です。舞踊とトークで古
典芸能の世界を身近に感じることができます。

10月8日 塩竈市遊ホール 塩竈市遊ホール協会

遊ホールイベント情報
http://www.city.shioga
ma.miyagi.jp/event-
yuhall/index.html

塩竈市遊ホール協会
022-365-5000

宮城県 柴田町 ③ わくわくまつり
昔遊びを通して、児童と地域の方とのふれ合いや地域の方への感謝を目的
として行っている行事です。

11月13日 西住小体育館 柴田町立西住小学校 無料
柴田町立西住小学校
0224533227

宮城県 柴田町 ② 職場体験学習 ２学年の生徒が、町内の事業所で２日間職場体験学習を行います。 10月31日～11月1日 町内各事業所 柴田町立槻木中学校 無料
柴田町立槻木中学校
0224561331

宮城県 柴田町 ①③ スポーツフェスティバルin柴田 柴田町町民および仙台大学学生参加による各種スポーツイベント 10月12 日・13日 仙台大学 柴田町・仙台大学 無料 gakusei@sendai-u.ac.jp
仙台大学学生生活室
TEL:0224-55-3019

第61回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

宮城県 柴田町 ①③ 2019東北こども博

東日本大震災の復興支援の一環として毎年開催され、本年は「近づく2020
東京5つの輪　～遊べ、オモチャで、スポーツで！～」をテーマに、「日本の
将来の財産である子ども達をオモチャとスポーツによって、元気にすること
を主眼に、オモチャ業界、各種地域団体と仙台大学との協業で、次世代を
担っていく子ども達を元気にすること」を趣旨にしたイベント。

10月12日・13日 仙台大学
2019東北こども博実行委員
会

無料
https://www.sendaidai
gaku.jp/kodomohaku/

仙台大学
TEL:0224-55-1121

宮城県 白石市 ③ 第23回みやぎ県民文化祭
県内各市町の文化協会会員による伝統芸能，音楽等のステージ発表，書
道・絵画・写真等の作品の展示を行います。

10月26日～27日
白石市文化体育活動センター（ホ
ワイトキューブ）

宮城県文化協会連絡協議会 無料

第23回みやぎ県民文化祭
実行委員会事務局
（柴田町槻木生涯学習センター
内）

宮城県 仙台市 ③ 特別展「斎藤茂吉――そのひとすぢの道」

日本の近代短歌史を代表する歌人・斎藤茂吉。その作品の魅力や人物像
を紹介する展示。茂吉の次男で小説家の北杜夫など才能豊かな斎藤家の
人びと、仙台の歌人たちとの交流などにも触れ、あらゆる角度から斎藤茂
吉に迫ります。

9月14日～11月24日 仙台文学館
公益財団法人仙台市市民文
化事業団

仙台文学館
https://www.sendai-
lit.jp/

仙台文学館
022-271-3020

一般　3,000円
高校生以下500円
開館時間9:00～17:00
（入館は16:30まで）

宮城県 仙台市 ③ 秋休み子ども映画上映会
秋休みの子どもたちを対象に、映画上映会を行います。
「ぴったんこ! ねこざかな②」「がんばれ! ルルロロ しあわせのおやつ」

10月6日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館　022-282-
1175

宮城県 仙台市 ① 秋の子ども読書フェスティバル
読書週間にちなんで、子どもの本の展示会や特別おはなし会など、各種行
事を実施します。

10月11日～11月27日

仙台市民図書館、仙台市広瀬図書
館、仙台市宮城野図書館、仙台市
榴岡図書館、仙台市若林図書館、
仙台市太白図書館、仙台市泉図書
館 子供図書室

仙台市図書館 無料

仙台市図書館HP「こど
ものページ」
httpｓ://lib-
www.smt.city.sendai.jp
/?page_id=217

仙台市民図書館
022-261-1585

宮城県 仙台市 ①
仙台市市制施行130周年記念企画展「やっぱり絵
図がすき！－博物館で旅する仙台藩と城下町－」

江戸時代の仙台城下絵図や村絵図を中心に「仙台」の移り変わりをたどり
つつ、幕府が仙台藩に制作を命じた国絵図や、世界を描いた坤輿万国全図
など多彩な絵図の世界を紹介します。

10月11日～12月1日 仙台市博物館 仙台市博物館
仙台市博物館
http://www.city.sendai.
jp/museum/

仙台市博物館
022-225-3074

宮城県 仙台市 ①
企画展関連プレイミュージアムイベント
「絵図パズルに挑戦」

企画展「やっぱり絵図がすき！」に展示される奥州仙台城絵図(正保2年・
1645)をもとに作成された、仙台市博物館オリジナルのジグソーパズルに挑
戦することができます。

10月11日～12月1日
仙台市博物館
プレイミュージアム

仙台市博物館
仙台市博物館
http://www.city.sendai.
jp/museum/

仙台市博物館
022-225-3074

宮城県 仙台市 ① 紙芝居おはなし会 紙芝居を中心としたおはなし会を開催します。 10月12日 せんだいメディアテーク２階会議室 仙台市民図書館 無料

仙台市図書館HP「こど
ものページ」
httpｓ://lib-
www.smt.city.sendai.jp
/?page_id=217

仙台市民図書館
022-261-1585

宮城県 仙台市 ① ストーリーテリングのおはなし会
語り手と顔を見合わせ、生の声で語られる物語を楽しむおはなし会を開催し
ます。

10月12日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

要事前申込
（9月10日～受付開始）

宮城県 仙台市 ①③
たのしい地底の森教室
秋休みSpecial

毎年好評の秋休みのイベントです。今年も、仙台市立仙台工業校模型部と
のコラボ企画「親子でつくろう！ハロウィンの松ぼっくりツリー」、ミニミニ石庖
丁づくりなど、さまざまな日替わり体験メニューをご用意します。

10月13日，15日，16日
仙台市富沢遺跡保存館研修室・展
望ラウンジほか

公益財団法人仙台市市民文
化事業団

地底の森ミュージアム
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chit
einomori/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022‐246‐9153
FAX：022‐246‐9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

各日13:00～15:00

宮城県 仙台市 ③ 映画上映会
一般向けの映画上映会を行います。10月13日「ボブという名の猫 幸せのハ
イタッチ」　11月17日「カルテット! 人生のオペラハウス」

10月13日，11月17日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

宮城県 仙台市 ①③ 地底の森フェスタ2019
毎年恒例のお祭りです。石器づくりややり投げなど、楽しいコーナー盛りだく
さん！お昼頃には、地底の森スープや石蒸し料理などの試食も予定してい
ます。

10月14日
仙台市富沢遺跡保存館芝生広場
ほか

公益財団法人
仙台市市民文化事業団

無料

地底の森ミュージアム
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chit
einomori/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022‐246‐9153
FAX：022‐246‐9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

10：00～15：00
雨天時は内容変更して実
施。

宮城県 仙台市 ① 秋休み特別おはなし会
通常のおはなし会の拡大版。絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどを
行います。

10月16日 せんだいメディアテーク２階会議室 仙台市民図書館 無料

仙台市図書館HP「こど
ものページ」
httpｓ://lib-
www.smt.city.sendai.jp
/?page_id=217

仙台市民図書館
022-261-1585

宮城県 仙台市 ① としょかんたんていだん
探偵になって、図書館で出されたクイズに挑戦して、全問解けたら、プレゼ
ントを渡します。

10月16日 仙台市榴岡図書館 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
（代）022-295-0880

宮城県 仙台市 ① 秋の特別おはなし会 絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを実施いたします。 10月16日 仙台市榴岡図書館 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
（代）022-295-0880

宮城県 仙台市 ① 体験！図書館員になろう！ 小学生を対象として、図書館員の仕事を体験できる行事を開催します。 10月16日 仙台市広瀬図書館 仙台市広瀬図書館 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8421

宮城県 仙台市 ① 赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会
０歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

10月17日 せんだいメディアテーク２階会議室 仙台市民図書館 無料

仙台市図書館HP「こど
ものページ」
httpｓ://lib-
www.smt.city.sendai.jp
/?page_id=217

仙台市民図書館
022-261-1585

事前申込必要
9月13日～先着順

宮城県 仙台市 ① 吉成市民センターまつり
市民センター利用団体による学習成果発表会です。ステージ発表、展示、
出店など盛りだくさんの内容です。

10月18日～19日 仙台市吉成市民センター
吉成市民センターまつり実行
委員会

仙台市吉成市民セン
ター
http://www.sendai-
shimincenter.jp/aoba/y
oshinari/index.html

仙台市吉成市民センター
022-279-2033

宮城県 仙台市 ①③
第12回ホームムービーの日「なつかし仙台8ミリフィ
ルム上映会」

毎年10月の第3土曜日はホームムービーの日です。家庭に眠っている８ミリ
フィルムなどを持ち寄って上映します。

10月19日 仙台市歴史民俗資料館
公益財団法人仙台市市民文
化事業団、NPO法人20世紀
アーカイブ仙台

仙台市歴史民俗資料
館
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~reki

仙台市歴史民俗資料館
022-295-3956

①10：00～11：30
②13：30～15：00

宮城県 仙台市 ①
シニア男子の読み聞かせ～大人が楽しむおはなし
会～

ボランティア団体による大人向けの絵本の読み聞かせを行います。 10月20日 仙台市泉図書館 仙台市泉図書館 無料
仙台市泉図書館
022-375-6161

要事前申込

宮城県 仙台市 ①③ みやぎの・まつり
地域イベント「みやぎの・まつり」に参加し、図書館の紹介・ワークショップな
どを実施いたします。

10月20日 榴岡公園
みやぎの区民協議会、宮城
野区まちづくり推進課

無料
仙台市榴岡図書館
（代）022-295-0880

宮城県 仙台市 ①③
企画展「-継承のしさく-二重のまち/交代地のうた
を編む」（仮）

せんだい3.11メモリアル交流館の企画展。東日本大震災から8年が経ち、当
時の記憶がない世代や震災を経験していない土地からの人々を交えた地
域の営みが、すでにはじまっている。風景からかつての街並みや暮らしぶり
を想起することが難しく成りゆく現在、伝えていくべきその体験を語り直し、
体験者ではない人に渡していくべき「継承のしさく」について、映像作家・小
森はるか+瀬尾夏美らアーティストとともに提示する企画展。

10月20日～12月28日 せんだい3.11メモリアル交流館
せんだい3.11メモリアル交流
館（仙台市）

無料

せんだい3.11メモリア
ル交流館
http://sendai311-
memorial.jp/

せんだい3.11メモリアル交流館
022-390-9022

宮城県 仙台市 ①
仙台市市制施行130周年、政令指定都市・区制移
行30周年記念パネル展

1889年（明治22）の市制施行から2019年（平成31年）までの仙台市のあゆ
みを年表や古写真を使ったパネルで紹介します。

10月22日～11月10日 仙台市博物館ギャラリー 仙台市博物館 無料
仙台市博物館
http://www.city.sendai.
jp/museum/

仙台市博物館
022-225-3074

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

宮城県 仙台市 ①③ 古民家デイキャンプ
古民家を実際に見学しながら活動することで、昔の暮らしに関心を持つきっ
かけ作りを行います。古民家見学に加え、秋の森散策やハーバリウム作り
を行います。

10月22日 オーエンス泉岳自然ふれあい館
オーエンス泉岳自然ふれあ
い館

オーエンス泉岳自然ふ
れあい館
http://www.shizenfure
aikan.jp/

オーエンス泉岳自然ふれあい館
022-379-2151

対象：3歳以上、中学生以下
は要保護者同伴
定員20名（抽選）

宮城県 仙台市 ① 第三回ビブリオバトル
おすすめ本の発表を聞き、どの本がいちばん読みたくなったかを投票で決
めます。

10月22日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

宮城県 仙台市 ③ 映画上映会
秋の大人向け映画上映会を開催します。
『続・深夜食堂』

10月22日 仙台市宮城野図書館 仙台市宮城野図書館 無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ① 秋のかくだいおはなし会 拡大版のおはなし会を開催します。 10月23日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

宮城県 仙台市 ① 出前おはなし会 のびすく若林で出前のおはなし会を開催します。 10月23日 のびすく若林 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館
022-282-1175

宮城県 仙台市 ①③ 企画展「土器の“ヒミツ”」
仙台市内の遺跡から見つかった縄文土器と弥生土器をよーく観察して、土
器の「ヒミツ」を読み解きます。

10月25日～12月15日
仙台市富沢遺跡保存館企画展示
室

公益財団法人仙台市市民文
化事業団

地底の森ミュージアム
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chit
einomori/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022-246-9153
FAX：022-246-9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

【開館時間】
9：00～16：45
（入館は16：15まで）

宮城県 仙台市 ①③ ラウンジ展 失われた村の風景を記憶しなおす
日米軍事演習を契機に集団移転がなされた黒川郡大和町升沢地区。升沢
の記録保存調査に参加していた手代木信成氏が撮影していた移転前後の
村の人々や自然の風景の写真をデジタル化しまとめるプロジェクトです。

10月25日～1月5日
せんだいメディアテーク　7階ラウン
ジ

せんだいメディアテーク 無料
せんだいメディアテー
ク
https://www.smt.jp/pr

せんだいメディアテーク
022-713-3171

宮城県 仙台市 ③ 秋の映画上映会 ドキュメンタリ－映画「天のしずく」を上映します。 10月26日 仙台市太白図書館 仙台市太白図書館 無料
仙台市太白図書館
022-304-2742

宮城県 仙台市 ① 絵地図と星のステキな関係
絵地図と天文は切っても切れない関係です。絵地図の成り立ちについて、
歴史と天文の視点から、博物館・図書館職員が対談形式で紹介します。

10月26日
せんだいメディアテーク オープンス
クエア

仙台市民図書館、仙台市博
物館

無料
仙台市図書館
httpｓ://lib-
www.smt.city.sendai.jp

仙台市民図書館
022-261-1585

宮城県 仙台市 ③
せんだいダンスプロジェクト「仙台をカラダでなぞ
る」　第1回目「柳生和紙×カラダ」

身体を基軸にして創造へつながるさまざまな試みをおこなう企画です。
創造する過程において「視点」「想像」「変換」がポイントになるのではないか
との考えから、これらのことを継続してトレーニングする全4回開催企画で
す。「視点」→いつもと視点を変えてみる／「想像」→見えたことからその先
を想像してみる／「変換」→感じたことをいつもと違う方法で変換してみる／
「土地」「記憶」「身体」という3つのキーワードを挙げトレーニングしていきま
す。

10月26日～27日 日立システムズホール仙台
仙台市青年文化センター（公
益財団法人仙台市市民文化
事業団）、仙台市

仙台市市民文化事業
団
http://www.bunka.city.
sendai.jp/

仙台市市民文化事業団
舞台芸術振興課事業推進係
022-301-7405

宮城県 仙台市 ①
トワイライトサロン「天文台長　土佐誠の宇宙が身
近になる話」

天文台長・土佐誠が土曜の夜だけに開くサロン。飲食自由の気軽な雰囲気
の中で宇宙をテーマにお話します。

10月26日，11月2日，9
日

仙台市天文台 仙台市天文台 無料
仙台市天文台
http://www.sendai-
astro.jp/

仙台市天文台
022-391-1300

宮城県 仙台市 ①③
仙台市歴史民俗資料館開館40周年記念　れきみ
ん秋祭り2019～ありがとう40年～

仙台を中心に、東北各地に受け継がれてきた伝統の芸能があり、田植踊や
剣舞、神楽などの公演を見てもらいます。また藩政時代から仙台に守り継
がれた職人の手工業の技術があり、無形の民俗文化である技術・技法を間
近で見てもらいます。仙台箪笥の金具、指物、塗りや仙台張り子の松川達
磨の実演、その他紙芝居も実演します。今年度は10月26日と11月3日の両

10月26日，11月3日 仙台市歴史民俗資料館、榴岡公園
仙台市教育委員会、公益財
団法人仙台市市民文化事業
団

無料

仙台市歴史民俗資料
館
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~reki
min/

仙台市歴史民俗資料館
022-295-3956

10：00～16：30

宮城県 仙台市 ① 秋のスペシャルおはなし会
おはなし会の秋のスペシャル版。絵本の読み聞かせや手あそびを行いま
す。

10月27日 仙台市宮城野図書館 仙台市宮城野図書館 無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ②③ 第28回松陵ふれあいコンサート

地域活性化と異世代間交流・地域団体交流を目的として、平成4年から始
まった松陵ふれあいコンサートは、地域の小中学生の吹奏楽部に高校・社
会人の団体が加わった総勢約200名の吹奏楽大演奏と、高校生と一般公募
で集まった「松陵ふれあい合唱団」の歌声で構成されます。聴きごたえ十分
なコンサートです。

10月27日
宮城県立小松島支援学校松陵校
体育館

松陵ふれあいコンサート実行
委員会、松陵ふれあいコン
サート運営委員会、松陵市民
センター

無料

仙台市松陵市民セン
ター
http://www.sendai-
shimincenter.jp/izumi/
syoryo/index.html

仙台市松陵市民センター
022-375-8101

宮城県 仙台市 ① ヤギさんおはなしかい
毎月28日に開催される地域のイベント「新寺こみち市」に参加し、おはなし
会を行います。

10月28日 新寺こみち市会場内 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館　022-282-
1175

宮城県 仙台市 ① 赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会
0歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を実施いた
します。

10月29日 仙台市榴岡図書館 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
（代）022-295-0880

要事前申込
（10月8日～先着順）

宮城県 仙台市 ①③ シネバトル Vol28
各プレゼンターがイチ押し映画を3分間で紹介し、会場の観客投票で「一番
見たくなった作品」を決めます。自分のよく知っている映画の新しい視点。知
らない映画と出会う楽しみ。映画を通じて人と人が出合う場所です。

10月30日
せんだいメディアテーク２階映像音
響ライブラリー

せんだいメディアテーク 無料
せんだいメディアテー
ク
https://www.smt.jp/pr

せんだいメディアテーク
022-713-3171

宮城県 仙台市 ① 音声パソコン講座
目の不自由な方対象の音声パソコン講座です。
今回は、スクリーンリーダーで使える無料のウェブブラウザ（ホームページ
閲覧ソフト）「グーグルクローム」の活用講座です。

11月 せんだいメディアテーク会議室 せんだいメディアテーク 無料
せんだいメディアテー
ク
https://www.smt.jp/pr

せんだいメディアテーク
022-713-3171

宮城県 仙台市 ①④
仙台市天文台×東北大学大学院理学研究科公開
サイエンス講座　2019年度　第3回「ついに「見え
た」重力波天体」

2017年、重力波を放った天体の天文観測が史上初めて成し遂げられまし
た。宇宙の重元素を作り出す現象としても注目されている重力波天体の研
究の最前線を紹介します。

11月2日 仙台市天文台 仙台市天文台 無料
仙台市天文台
http://www.sendai-
astro.jp/

仙台市天文台
022-391-1300

定員100名（先着順）

宮城県 仙台市 ①
絵本作家・鈴木のりたけ氏講演会
「おもしろがるとせかいがひろがる」

絵本作家・鈴木のりたけ氏を招き、絵本ができるまでのトークショーやミニ
ワークショップを行います。

11月2日
せんだいメディアテーク オープンス
クエア

仙台市図書館 無料
仙台市図書館
httpｓ://lib-
www.smt.city.sendai.jp

仙台市泉図書館子供図書室
022-375-6161

事前申込必要

宮城県 仙台市 ① 広瀬市民センターまつり
市民センター利用団体の日頃の学習成果発表や、市民センター事業や地
域のサークル活動の紹介等を行うまつりを開催します。

11月2日 仙台市広瀬市民センター 仙台市広瀬市民センター

仙台市広瀬市民セン
ター
http://www.sendai-
shimincenter.jp/aoba/
hirose/index.html

仙台市広瀬市民センター
022-392-8405

宮城県 仙台市 ①③ 宮城地区まつり参加「おはなしのへや」
地域イベントとして31回目を数える「宮城地区まつり」に、読み聞かせボラン
ティア団体等と協働で「おはなしのへや」を出店します。絵本や読み聞かせ
や紙芝居の実演などを行います。

11月2日 宮城総合支所、仙台市広瀬図書館 宮城地区まつり実行委員会 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8421

宮城県 仙台市 ①③ 第14回　秋の八木山フェスタ
「東北文化の日」協賛企画として仙台市八木山動物公園、八木山ベニーラ
ンド、八木山市民センターの3つの会場で、さまざまな楽しいイベントを開催
します。

11月2日
仙台市八木山動物公園、八木山ベ
ニーランド、仙台市八木山市民セ
ンター

秋の八木山フェスタ実行委員
会（仙台市八木山動物公園、
八木山ベニーランド、東北工
業大学、ＴＢＣ東北放送、仙
台市公園緑地協会、八木山
市民センター、グラフィックト

秋の八木山フェスタ
実行委員会事務局
022-229-1603

宮城県 仙台市 ③ 長命コンサート
マリンバ奏者をお迎えし、地域の方々に音楽を楽しんでいただくと共に、音
楽を通して地域の方々の交流を深め、地域の活性化を図ります。

11月2日 仙台市長命ヶ丘市民センター 仙台市長命ヶ丘市民センター 無料

仙台市長命ケ丘市民
センター
http://www.sendai-
shimincenter.jp/izumi/
chomeigaoka/index.ht

仙台市長命ケ丘市民センター
022-377-3504

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宮城県 仙台市 ③
ゲッコーパレード出張公演
家を渉る劇 vol.4『リンドバークたちの飛行』

「文化財建造物、特に住宅での演劇を実現すること」「舞台とする建造物の
新しい見方を提示すること」を公演のコンセプトにする演劇。

11月2日～3日 宮城野納豆製造所
主催：ゲッコーパレード
共催：公益財団法人仙台市
市民文化事業団

仙台演劇工房10-BOX
https://gekito.jp/

せんだい演劇工房10-BOX
022-782-7510

一般　3,000円
高校生以下500円

宮城県 仙台市 ①③ ⻘野⽂昭　ものの, ねむり, 越路山, こえ
「なおす」ことを主題に、家具や日用品などを用いながら廃棄物の欠損箇所
を補完することで、新たな形態を生みだしている美術作家 青野文昭の展覧
会です。

11月2日～1月12日
【ギャラリーツアー】
11月2日，16日，23日

せんだいメディアテーク　6階ギャラ
リー4200

せんだいメディアテーク
せんだいメディアテー
ク
https://www.smt.jp/pr

せんだいメディアテーク
022-713-3171

宮城県 仙台市 ① 東北文化の日施設無料開放 展示室、プラネタリウム（一般投映）、天体観望会を無料で観覧できます。 11月3日 仙台市天文台 仙台市天文台 無料
仙台市天文台
http://www.sendai-
astro.jp/

仙台市天文台
022-391-1300

宮城県 仙台市 ① 東北文化の日「昼間の天体観望会」
口径1.3メートルの「ひとみ望遠鏡」で、昼間でも見える明るい天体を観察し
ます。

11月3日 仙台市天文台 仙台市天文台 無料
仙台市天文台
http://www.sendai-
astro.jp/

仙台市天文台
022-391-1300

宮城県 仙台市 ① 太陽の通り道をたどろう！～アナレンマのふしぎ～
継続的に同時刻の太陽の軌跡をたどると、どんな形が見えるのでしょう？
日時計にメダルを取り付けながら、少しずつ展示物をつくっていきます。

11月3日 仙台市天文台 仙台市天文台 無料
仙台市天文台
http://www.sendai-
astro.jp/

仙台市天文台
022-391-1300

晴天時のみ開催。悪天候時
は翌週に延期。

宮城県 仙台市 ①③ てつがくカフェ
当たり前だと思っている事柄からいったん身を引き離し、「そもそもそれって
何なのか」といった問いを投げかけ、ゆっくりお茶を飲みながら「対話」をとお
して自分自身の考えを逞しくすることの難しさや楽しさを体験します。

11月3日
せんだいメディアテーク　7階スタジ
オa

せんだいメディアテーク 無料

せんだいメディアテー
ク
https://www.smt.jp/pr
ojects/cafephilo/2019

せんだいメディアテーク
022-713-3171

宮城県 仙台市 ③ 常設展観覧料無料 「東北文化の日」事業として常設展の観覧料を無料とします。 11月3日 仙台文学館
公益財団法人仙台市市民文
化事業団

無料
仙台文学館
https://www.sendai-
lit.jp/

仙台文学館
022-271-3020

特別展の観覧には別途観覧
料がかかります。

宮城県 仙台市 ①②③ 文化の日（無料開放） 常設展示を、どなたでも無料でご覧いただけます。 11月3日 仙台市縄文の森広場 仙台市縄文の森広場 無料

仙台市縄文の森広場
http//www.sendai‐
c.ed.jp/~bunkazai/~jyo
umon/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022‐246‐9153
FAX：022‐246‐9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

【開館時間】
9：00～16：45
（入館は16：15まで）

宮城県 仙台市 ① わくわくキッズ～秋の星空観望会
地域にある北三番丁公園で、仙台市天文台の望遠鏡を搭載した移動天文
車「ベガ号」による秋の星空観望会を行います。

11月3日 仙台市木町通市民センター
仙台市木町通市民センター、
こよなく北三番丁公園を愛す
る会

無料

仙台市木町通市民セ
ンター
http://www.sendai-
shimincenter.jp/aoba/k
imachi/index.html

仙台市木町通市民センター
022-711-2561

宮城県 仙台市 ①③ 文化の日（無料開放） 常設展示と開催中の企画展を、どなたでも無料でご覧いただけます。 11月3日 仙台市富沢遺跡保存館
公益財団法人仙台市市民文
化事業団

無料

地底の森ミュージアム
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chit
einomori/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022‐246‐9153
FAX：022‐246‐9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

【開館時間】
9：00～16：45
（入館は16：15まで）

宮城県 仙台市 ①③ 文化財公開の日 地域の文化財を公開することにより、文化財の保護と普及啓発を図ります。 11月3日 仙台市内文化財所在地 仙台市教育員会 無料
仙台市教育委員会文化財課
022-214-8892

事前申込制

宮城県 仙台市 ① 幼児わくわくキャンプ・秋 ～森のしぜんあそび～
自然の中で活動を通して自然や環境への関心及び家族の絆を深めます。
ピクニックやキャンプファイヤーなどを行います。

11月3日～4日 オーエンス泉岳自然ふれあい館
オーエンス泉岳自然ふれあ
い館

オーエンス泉岳自然ふ
れあい館
http://www.shizenfure
aikan.jp/

オーエンス泉岳自然ふれあい館
022-379-2151

対象：満4歳以上の未就学児
と保護者
定員：40名（抽選）

宮城県 仙台市 ①
泉ケ岳を写そう・秋[魅力を引き出す撮影テクニッ
ク]

色鮮やかな泉ケ岳を写し、その美しさを鑑賞するとともに、撮影技術の向上
を図ります。

11月4日 オーエンス泉岳自然ふれあい館
オーエンス泉岳自然ふれあ
い館

オーエンス泉岳自然ふ
れあい館
http://www.shizenfure
aikan.jp/

オーエンス泉岳自然ふれあい館
022-379-2152

対象：高校生以上
定員：20名（抽選）

宮城県 仙台市 ①③ 企画展ギャラリートーク
展示を担当した学芸員が、展示品を紹介しながら企画展について解説しま
す。

11月4日
仙台市富沢遺跡保存館企画展示
室

公益財団法人仙台市市民文
化事業団

地底の森ミュージアム
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chit
einomori/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022‐246‐9153
FAX：022‐246‐9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

13：30～14：30

宮城県 仙台市 ①
法テラス宮城・泉図書館連携講座「知っておきたい
相続・遺言・成年後見」

相続や遺言、成年後見についての講和や法テラスの事業説明を行います。 11月6日 仙台市泉図書館 仙台市泉図書館 無料
仙台市泉図書館
022-375-6161

要事前申込

宮城県 仙台市 ②③ 高森絆コンサート
地域の公園内にある「音楽広場」を会場に、野外コンサートを開催し、地域
内の小中学校・保育園の児童・園児が出演します。恒例の地域行事として、
住民に親しまれています。

11月6日 高森東公園「音楽広場」

高森市民センター、高森東ふ
るさとづくりの会、高森東連
合町内会、高森東小学校、
高森中学校、高森サーラ保
育園

無料

仙台市高森市民セン
ター
http://www.sendai-
shimincenter.jp/izumi/t
akamori/index.html

仙台市高森市民センター
022-378-9950

宮城県 仙台市 ③
ダンス公演　Co．山田うん　2019年ツアー「話のな
い物語」

国内外の第一線で活躍するコンテンポラリーダンスカンパニーCo．山田うん
によるダンス公演、 山田うんによる振付・演出・構成のツアー作品の上演
と、宮城・岩手に伝わる鹿踊をモチーフにした小品（「あたらしいししおどり」）
もあわせて創作し上演します。

11月7日 日立システムズホール仙台
仙台市青年文化センター（公
益財団法人仙台市市民文化
事業団）、仙台市

仙台市市民文化事業
団
http://www.bunka.city.
sendai.jp/

仙台市市民文化事業団
舞台芸術振興課事業推進係
022-301-7405

一般　3,800円
18歳以下1,000円
親子券　4,300円
3歳未満入場不可

宮城県 仙台市 ① 赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会
0歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

11月7日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館　022-282-
1175

要事前申込
（10月10日～受付開始）

宮城県 仙台市 ①③ 立ち上がりの技術vol.4
周りにもあるはずの“表現のようなもの”を探してくれるレコメンバー《他薦
者》を募集し、メンバーそれぞれが推薦する（=recommend）さまざまな表現
が一堂に会する『レコメン堂』という展覧会を開催します。

11月8日～12月26日
東北リサーチとアートセンター
［TRAC］

せんだいメディアテーク 無料
アート・ノード
https://artnode.smt.jp
/etc/20190701_6330

せんだいメディアテーク
022-713-3171

宮城県 仙台市 ③ お楽しみ映画会 子ども向け映画上映会を行います。 11月9日 仙台市泉図書館 仙台市泉図書館 無料
仙台市泉図書館
022-375-6161

宮城県 仙台市 ③ 映画上映会
宮城野区中央市民センターまつりに参加し、大人向け映画上映会を開催し
ます。
『健さん』

11月9日 仙台市宮城野図書館 仙台市宮城野図書館 無料
仙台市宮城野図書館
022-256-7361

宮城県 仙台市 ③ おかのまちコンサート
主に中山市民センターで活動している音楽団体と、合唱の講座を受講して
いる受講生、ゲストを迎えてコンサートを開催します。

11月9日
仙台市中山市民センター多目的
ホール

仙台市中山市民センター 無料

仙台市中山市民セン
ター
http://www.sendai-
shimincenter.jp/aoba/
nakayama/index.html

仙台市中山市民センター
022-279-9216

宮城県 仙台市 ③
せんだいダンスプロジェクト「仙台をカラダでなぞ
る」　第2回目「響き×カラダ」

身体を基軸にして創造へつながるさまざまな試みをおこなう企画です。
創造する過程において「視点」「想像」「変換」がポイントになるのではないか
との考えから、これらのことを継続してトレーニングする全4回開催企画で
す。「視点」→いつもと視点を変えてみる／「想像」→見えたことからその先
を想像してみる／「変換」→感じたことをいつもと違う方法で変換してみる／
「土地」「記憶」「身体」という3つのキーワードを挙げトレーニングしていきま
す。第2回目は、打楽器奏者を講師に迎え、身体の表現を考えてみます。

11月9日～10日 日立システムズホール仙台
仙台市青年文化センター（公
益財団法人仙台市市民文化
事業団）、仙台市

仙台市市民文化事業
団
http://www.bunka.city.
sendai.jp/

仙台市市民文化事業団
舞台芸術振興課
事業推進係
022-301-7405

参加費1,500円(予定）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宮城県 仙台市 ①②③ 縄文の知恵と技を学ぶ「How to 火おこし」
縄文時代の技術を本格的に体験できる講座。まだ謎の多い縄文時代の火
おこし方法ですが、火おこし道具を作りながら、世界中の色々な火おこしに
挑戦します。

11月10日 仙台市縄文の森広場 仙台市縄文の森広場

仙台市縄文の森広場
http//www.sendai‐
c.ed.jp/~bunkazai/~jyo
umon/

仙台市縄文の森広場
TEL：022-307-5665
FAX：022-743-6771
j-hiroba@cap.ocn.ne.jp

【時間】10:00～12:00
【対象】小学生4年生以上。
【参加費】100円
【申込】10月27日必着。

宮城県 仙台市 ① 赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会
０歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

11月12日 仙台市広瀬市民センター 仙台市広瀬図書館 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8421

要事前申込
（10月8日～先着順）

宮城県 仙台市 ① 孫とクラフトづくり コマやけん玉などのクラフトづくりと自然散策を行います。 11月12日，14日 オーエンス泉岳自然ふれあい館
オーエンス泉岳自然ふれあ
い館

オーエンス泉岳自然ふ
れあい館
http://www.shizenfure
aikan.jp/

オーエンス泉岳自然ふれあい館
022-379-2151

対象：満4歳以上の未就学児
と祖父母
定員：5組（抽選）

宮城県 仙台市 ③
仙台銀行ホール イズミティ21
ロビーコンサート2019　0歳からのコンサート

設備点検のため舞台を使用できない日程のホワイエを活用した入場無料の
コンサートを開催します。クラシックの名曲から手遊びうたまで、０歳から大
人の方までお楽しみいただけるプログラムです。

11月13日 仙台銀行ホールイズミティ21
公益財団法人仙台市市民文
化事業団

無料
仙台市市民文化事業
団
http://www.bunka.city.

仙台銀行ホール イズミティ21
022-375-3101

宮城県 仙台市 ③
仙台銀行ホール イズミティ21　ロビーコンサート
2019
二人のピアニストによる名曲の調べ

設備点検のため舞台を使用できない日程のホワイエを活用した入場無料の
コンサートを開催します。二人のピアニストによるソロ、連弾での名曲の調
べをお楽しみください。

11月14日 仙台銀行ホールイズミティ21
公益財団法人仙台市市民文
化事業団

無料
仙台市市民文化事業
団
http://www.bunka.city.

仙台銀行ホール イズミティ21
022-375-3101

宮城県 仙台市 ① 赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会
0歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

11月14日 仙台市宮城野図書館 仙台市宮城野図書館 無料

仙台市図書館HP「こど
ものページ」
http://lib-
www.smt.city.sendai.jp
/kids/events.html

仙台市宮城野図書館
022-256-7361

要事前申込
（10月8日～先着順）

宮城県 仙台市 ②③
東京藝術大学音楽学部
早期教育プロジェクト
ピアノ部門

東京藝術大学との共催による逸材発掘プロジェクト。審査により選ばれた子
供たちへのレッスンを一般公開するほか、藝大生によるコンサートも行いま
す。

11月16日 日立システムズホール仙台
東京藝術大学・仙台市・公益
財団法人仙台市市民文化事
業団

無料

早期教育プロジェクトin
仙台2019（ピアノ）
https://www.geidai.ac.j
p/information/measure
/eep/eep2019/eep201
9sendai-pf

仙台市市民文化事業団音楽振興
課
022-727-1872（平日9：00～17：
00）

受講生募集は9月15日〆切
一般聴講は当日直接会場へ

宮城県 仙台市 ① 大人のための朗読会・声に出して楽しむ読書 図書館の所蔵の中から、選択し、参加者と一緒に音読を実施いたします。 11月16日 仙台市生涯学習支援センター 仙台市榴岡図書館 無料
仙台市榴岡図書館
（代）022-295-0880

宮城県 仙台市 ①③ 企画展関連講座
土器に残された痕跡からどのようなことが分かるのかをテーマに、仙台市教
育委員会文化財課職員にお話をしていただきます。

11月16日 仙台市富沢遺跡保存館研修室
公益財団法人仙台市市民文
化事業団

地底の森ミュージアム
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chit
einomori/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022‐246‐9153
FAX：022‐246‐9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

【時間】13：30～15：00
【定員】先着60名
【申込】不要

宮城県 仙台市 ①②③ 週末体験講座「干支の土製品づくり」

季節感を活かしたさまざまな縄文体験や縄文時代の人々の生活の一部を
体験者に体験していただくことで縄文時代への興味関心をひきだし、縄文
人の技と心を伝える講座。今回は、来年の干支である「子」づくりに挑戦しま
す。

11月17日 仙台市縄文の森広場 仙台市縄文の森広場

仙台市縄文の森広場
http//www.sendai‐
c.ed.jp/~bunkazai/~jyo
umon/

仙台市縄文の森広場
TEL：022-307-5665
FAX：022-743-6771
j-hiroba@cap.ocn.ne.jp

【時間】10:00～14:00
【対象】小学生以上20名。
【参加費】200円
【申込】11月3日必着。

宮城県 仙台市 ②③
東京藝術大学音楽学部
早期教育プロジェクト
ヴァイオリン部門

東京藝術大学との共催による逸材発掘プロジェクト。審査により選ばれた子
供たちへのレッスンを一般公開するほか、藝大生によるコンサートも行いま
す。

11月17日 日立システムズホール仙台
東京藝術大学、仙台市、公
益財団法人仙台市市民文化
事業団

無料

早期教育プロジェクトin
仙台（ヴァイオリン）
https://www.geidai.ac.j
p/information/measure
/eep/eep2019/eep201
9sendai-vn

仙台市市民文化事業団
音楽振興課
022-727-1872（平日9：00～17：
00）

受講生募集は9月15日〆切
一般聴講は当日直接会場へ

宮城県 仙台市 ①③ 第36回七郷市民まつり
「かよい合うコミュニティのまち七郷」をテーマに、地域住民が実行委員とな
り、市民まつりを開催します。謝恩即売、演芸発表、サークル・中学生作品
展示、バザー、子ども遊び、児童館・保健センターまつりなど。

11月17日
仙台市七郷市民センター、仙台市
立七郷小学校

七郷市民まつり実行委員会

仙台市七郷市民セン
ター
http://www.sendai-
shimincenter.jp/wakab
ayashi/shichigo/index.
html

仙台市七郷市民センター
022-288-8700

宮城県 仙台市 ① えいごｄｅおはなし会
特定非営利活動法人MISOとの連携により、英語による絵本の読み聞かせ
等を実施します。

11月20日 仙台市広瀬市民センター 仙台市広瀬図書館 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8421

宮城県 仙台市 ① 赤ちゃんと楽しむ絵本とわらべうたの会
０歳児の赤ちゃんと保護者を対象とした、絵本とわらべうたの会を開催しま
す。

11月22日 仙台市太白区中央市民センター 仙台市太白図書館 無料
仙台市太白図書館
022-304-2742

要事前申込
(10月9日～受付開始)

宮城県 仙台市 ① 2019年文学講座 仙台出身の作家・真山青果の業績を顕彰します。 11月23日 仙台市若林図書館 仙台市若林図書館 無料
仙台市若林図書館　022-282-
1175

要事前申込
（11月8日～受付開始）

宮城県 仙台市 ①③ 考古学講座 第1回
第１回は、日本各地の遺跡からみつかった編布を調査し、自分で同じものを
実際に作って調べる方法で、縄文時代の布とその技術を解き明かされた尾
関清子先生にお話していただきます。

11月23日 仙台市富沢遺跡保存館研修室
公益財団法人仙台市市民文
化事業団

地底の森ミュージアム
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chit
einomori/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022‐246‐9153
FAX：022‐246‐9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

【時間】13：30～15：00
【定員】先着60名
【申込】不要

宮城県 仙台市 ①③ 企画展関連体験イベント
遺跡から出土した土器をどのような方法で調べるのか、皆さんと一緒にそ
の方法を体験し、土器のヒミツを探ります。

11月24日 仙台市富沢遺跡保存館
公益財団法人仙台市市民文
化事業団

地底の森ミュージアム
http://www.sendai-
c.ed.jp/~bunkazai/~chit
einomori/

仙台市富沢遺跡保存館
TEL：022‐246‐9153
FAX：022‐246‐9158
t-forest@coral.ocn.ne.jp

【時間】13：00～15：00
【申込】不要

宮城県 仙台市 ① はじめよう！ベビーサイン
日本ベビーサイン協会の認定講師によるベビーサイン体験行事を開催しま
す。

11月26日 仙台市広瀬市民センター 仙台市広瀬図書館 無料
仙台市広瀬図書館
022-392-8421

宮城県 仙台市 ③ 第56回宮城県芸術祭
宮城県芸術祭は，宮城県の芸術文化の振興と発展を目的として開催される
県内最大級の文化催事です。意欲的な美術作品の展示やステージ発表の
ほか，芸術各部門のコラボレーション特別企画などを実施します。

9月～3月
せんだいメディアテーク，日立シス
テムズホール仙台ほか

公益社団法人宮城県芸術協
会

http://miyagiart.com/a
rt-festival/

宮城県芸術祭事務局（公益社団
法人宮城県芸術協会内）
022-261-7055

宮城県 仙台市 ② みやぎ産業教育フェア「さんフェア宮城２０１９」

農業，工業，商業，水産，家庭，福祉，看護及び特別支援学校の専門高校
等で学ぶ生徒が一堂に集い，「さんフェア宮城2019」を開催します。キッズビ
ジネスタウンやファッションショーなどのイベントや，高校生が育てた農産物
や作品の展示・販売などを通じて，日頃の学習成果を紹介し，専門高校の
魅力を発信します。内容は，各校による体験・実演コーナー，交流イベント
及び研究発表等で，開催時間は午前10時～午後2時です。

11月10日 県庁・勾当台公園
みやぎ産業教育フェア実行
委員会

無料

【みやぎ産業教育フェ
アHP】
http://www.pref.miyagi.
jp/site/sub-
jigyou/car-sanfair.html

宮城県教育庁高校教育課
キャリア教育班
022-211-3625

宮城県 仙台市 ② 宮城県特別支援学校文化祭
宮城県内の特別支援学校における学習成果を，ステージ発表，展示・販売
活動等で広く社会に発表し，児童生徒の社会参加への自信や意欲を育て
るとともに，共生社会の基盤づくりを目指す。

11月10日
藤崎本館サンモール一番町側特
設会場，一番町館3階

宮城県教育委員会 無料
宮城県教育委員会
特別支援教育課教育指導班
022-211-3647

宮城県 仙台市 ③ 白百合祭
白百合祭実行委員会を中心に準備されたイベント企画や、サークル、ゼミに
よる展示や発表、模擬店、トークショウなどを開催予定。

10月26日～27日 仙台白百合女子大学 白百合祭実行委員会
仙台白百合女子大学庶務課
電話：022-372-3254

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

宮城県 仙台市 ②④ 東北医科薬科大学 大学祭

大学祭実行委員会を中心に企画された大学祭。吹奏楽部や軽音楽部、ダ
ンス部によるパフォーマンスに加え、部活動対抗戦やミス・ミスターコンテス
トなどが開催される予定です。また、学術部各部による研究発表や、文化部
各部による展示・発表も各所で行われ、日頃の活動の成果を披露します。
このほか、模擬店では伝統の「薬大鍋」を始め、多彩なメニューが並びま

10月13日、14日 東北医科薬科大学
東北医科薬科大学

無料
http://www.tohoku-
mpu.ac.jp/

東北医科薬科大学　学生課
022-234-4181

宮城県 仙台市 ① 東北医科薬科大学 2019リフレッシュ体操

動きやすい体づくりと心身のリフレッシュを目指します。丁寧なストレッチン
グ、セルフコンディショニング、簡単な筋力トレーニングやバランス運動を通
し、日ごろあまり使われていない身体の部分に意識的に働きかけます。運
動初心者でも実施しやすいような、強度の低い、簡単かつ安全な運動プロ

10月26日 東北医科薬科大学
東北医科薬科大学

無料
http://www.tohoku-
mpu.ac.jp/

東北医科薬科大学　体育学教室
022-727-0053

要事前申し込み
定員　15名（先着順）

宮城県 仙台市 ②④
朝日教育会議「東北の地域医療の今とこれから」
（公開シンポジウム）

東北医科薬科大学は創立80周年を迎えたことを記念して、朝日新聞社が全
国の大学と共催するフォーラム「朝日教育会議」に参加し、11月3日（日）に
仙台でシンポジウムを開催します。本学のテーマは「東北の地域医療の今
とこれから」。国内外で医療支援に取り組む鎌田實先生が基調講演を行う
ほか、パネルディスカッションでは、地域医療に取り組む医療関係者らが、
地方で活躍する医療人材の育成や医療機関の連携などについて議論しま

11月3日 仙台国際センター
東北医科薬科大学
朝日新聞社

無料

http://www.tohoku-
mpu.ac.jp/university/e
vent-
university/19762/

朝日新聞社（朝日教育会議）問合
せフォーム
https://krs.bz/asahi/m/aef-
toiawase

要事前申し込み
定　員　300名
申し込み多数の場合は抽選
となります

宮城県 仙台市 ③
「東北文化の日」協賛企画
八木山フェスタ

「こどもにやさしい八木山」「地域との交流」「公・民・学のコラボレーション」を
テーマとしたイベントが3会場で開催されます。

11月2日
八木山動物公園
八木山ベニーランド
八木山市民センター

秋の八木山フェスタ実行委員
会(八木山動物公園・八木山
ベニーランド・東北工業大学・
TBC東北放送・仙台市公園
緑地協会、八木山市民セン

http://www.tohtech.ac.
jp

東北工業大学入試広報課
022－305－3148

宮城県 仙台市 ①

2019年度東北工業大学市民公開講座【地域】
排水・廃棄物からのバイオエネルギー生産
（東北工業大学 工学部 都市マネジメント学科
北條　俊昌 准教授）

社会貢献の場としての市街地サテライト・キャンパスである本学附属施設
「一番町ロビー」で、学生や市民向けに、2019年度は6つのテーマ（暮らし、
地域、人文社会、理数、電気通信、デザイン）で講座を開催します。

11月8日 一番町ロビー 東北工業大学 無料
https://www.tohtech.a
c.jp/topics/opencolleg
e

東北工業大学地域連携センター
 022-305-3817

宮城県 仙台市 ①

2019年度東北工業大学市民公開講座【暮らし】
「使い手・つなぎ手・作り手の協創によるPLを学ぶ」
－第6回東北工業大学製品安全シンポジウム－
（東北工業大学 ライフデザイン学部安全安心生活
デザイン学科 菊地 良覺 教授）

社会貢献の場としての市街地サテライト・キャンパスである本学附属施設
「一番町ロビー」で、学生や市民向けに、2019年度は6つのテーマ（暮らし、
地域、人文社会、理数、電気通信、デザイン）で講座を開催します。

11月19日 一番町ロビー 東北工業大学 無料
https://www.tohtech.a
c.jp/topics/opencolleg
e

東北工業大学地域連携センター
 022-305-3817

宮城県 仙台市 ①

2019年度東北工業大学市民公開講座【地域】
海の身近な話題と傾斜護岸への遡上特性
（東北工業大学 工学部 都市マネジメント学科
高橋 敏彦 教授）

社会貢献の場としての市街地サテライト・キャンパスである本学附属施設
「一番町ロビー」で、学生や市民向けに、2019年度は6つのテーマ（暮らし、
地域、人文社会、理数、電気通信、デザイン）で講座を開催します。

11月22日 一番町ロビー 東北工業大学 無料
https://www.tohtech.a
c.jp/topics/opencolleg
e

東北工業大学地域連携センター
 022-305-3817

宮城県 仙台市 ①

2019年度東北工業大学市民公開講座【地域】
ホールをはじめとした大規模複合
施設の避難計画のあり方
（東北工業大学 ライフデザイン学部
安全安心生活デザイン学科 畠山 雄豪 准教授）

社会貢献の場としての市街地サテライト・キャンパスである本学附属施設
「一番町ロビー」で、学生や市民対象に、2019年度は6つのテーマ（暮らし、
地域、人文社会、理数、電気通信、デザイン）で講座を開催します。

11月22日 一番町ロビー 東北工業大学 無料
https://www.tohtech.a
c.jp/topics/opencolleg
e

東北工業大学地域連携センター
 022-305-3817

宮城県 仙台市 ①

復興大学　県民講座【復興の社会学】
災害公営住宅のコミュニティ形成について
【復興の社会学】東日本大震災と市民的専門性
（東北学院大学 本間 照夫）

学生及び一般県民対象に、「復興を考え・学ぶ」機会として多彩な講師陣に
よる6科目34講座を開講します。

10月19日 一番町ロビー
学都仙台コンソーシアム復興
大学部会

無料
http://www.fukkou-
daigaku.gakuto-
sendai.jp/

東北工業大学地域連携センター
 022-305-3817

宮城県 仙台市 ①

復興大学　県民講座
【復興の政治学】復興のあり方を決めている考え方
（東北学院大学　井上　義比古）
【復興の思想】震災とメディア～岩手から～
（岩手日報社　鈴木　優香里）
【復興の思想】震災とメディア～福島から～
（ヴォイス・オブ・フクシマ　久保田　彩乃）

学生及び一般県民対象に、「復興を考え・学ぶ」機会として多彩な講師陣に
よる6科目34講座を開講します。

11月2日 一番町ロビー
学都仙台コンソーシアム復興
大学部会

無料
http://www.fukkou-
daigaku.gakuto-
sendai.jp/

東北工業大学地域連携センター
 022-305-3817

宮城県 仙台市 ①

復興大学　県民講座【復興の生活構築学】
生業景を育て、結びつける　①丸森シルクコア
トリエの試み【復興の生活構築学】
生業景を育て、結びつける　②ストレート千軒講の
試み（東北工業大学　安全安心生活デザイン学科
大沼　正寛）

学生及び一般県民対象に、「復興を考え・学ぶ」機会として多彩な講師陣に
よる6科目34講座を開講します。

11月16日 一番町ロビー
学都仙台コンソーシアム復興
大学部会

無料
http://www.fukkou-
daigaku.gakuto-
sendai.jp/

東北工業大学地域連携センター
 022-305-3817

宮城県 仙台市 ①② オープンスクール
明成高校を一般公開し高校の取組、活動等を紹介するとともに教育、部活
動等を一部体験する。

10月13日（土） 明成高等学校 明成高等学校 無料 meisei-high@hgm.ed.jp
明成高等学校
TEL:022-278-6131

宮城県 仙台市 ③ 第34回合唱とアンサンブルの集い
１年生全員による合唱コンサートとデザインアートコースによるファッション
ショー

11月16日（土） 電力ホール 明成高等学校 無料 meisei-high@hgm.ed.jp
明成高等学校
TEL:022-278-6131

宮城県 仙台市 ①② 体験講座　三味線入門

初心者を対象とした三味線入門の講座です。楽器の持ち方からはじめて、
短い曲を演奏できるようになることを目標とします。三味線を弾いてみたい
と思っている方、日本の楽器に興味のある方、現職教員で日本の音楽や文
化を授業で扱ってみたいという方は、ぜひご参加ください。小学生・中学生

10月14日 宮城教育大学 宮城教育大学
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/openlecture/ko
ukai.html

宮城教育大学研究・連携推進課
連携推進係
022-214-3521

宮城県 仙台市 ①② 体験講座　三味線中級

三味線を少しだけ体験したことがある初心者の方を対象とした講座です。
「体験講座　三味線入門」を受講した方、何かの機会に三味線の持ち方など
の基礎を体験したことのある方を対象に、長唄の短い曲をみんなで一緒に
演奏します。三味線を演奏出来る方で、初心者への導入方法について関心
をもっている方の参加もお待ちしています。そのような方には、指導のお手
伝いをお願いすることがあります。

10月19日 宮城教育大学 宮城教育大学
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/openlecture/ko
ukai.html

宮城教育大学研究・連携推進課
連携推進係
022-214-3521

宮城県 仙台市 ③ 第４８回宮城教育大学大学祭
第48回目となる今回は、宮城教育大学らしい「子どもたちと一緒に楽しめる
大学祭」を目指して開催します。当日は、本学学生と子どもたちが一緒に歌
うイベント等を実施する予定です。

10月19日～20日 宮城教育大学
宮城教育大学
大学祭実行委員会

無料
宮城教育大学大学祭実行委員会
mue.fest@gmail.com
022-214-3820

宮城県 仙台市 ①② 体験講座　インドネシアの音楽・ガムラン入門

ガムランは、インドネシアの打楽器を中心とした合奏です。たくさんの種類の
楽器を使って、リズムや旋律を分担し、全体でひとつの音楽を作っていきま
す。この講座では、宮教大が所蔵するガムランを使って、インドネシアのバリ
島の音楽を演奏します。受講者がなるべく多くの楽器を体験できるように工
夫する予定です。独特の音の響きをぜひ体験してください。ガムラン音楽を
育んだインドネシアの文化についてもお話しします。

10月26日 宮城教育大学 宮城教育大学
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/openlecture/ko
ukai.html

宮城教育大学研究・連携推進課
連携推進係
022-214-3521

宮城県 仙台市 ①② 『探究の対話（p4c）』の実際

宮城県内に広まりつつある「探究の対話(p4c)」。円座になり、自ら問いを立
て、「他人の意見を否定しない」などのルールを基に対話をします。この深く
考える活動を通して、自分の生き方に向き合うことができます。「これからの
教育を変えるだろう」と言われている、この新たな教育的アプローチを、あな
たも体験してみませんか。

10月26日 宮城教育大学 宮城教育大学
http://renkei.miyakyo-
u.ac.jp/openlecture/ko
ukai.html

宮城教育大学研究・連携推進課
連携推進係
022-214-3522

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宮城県 仙台市 ① 第14回ビジネスマッチ東北2019 東北地域におけるビジネスマッチングの創出を目的として開催されます。 11月7日 夢メッセみやぎ
東北ニュービジネス協議会ほ
か

無料
山形大学農学部企画広報室
0235-28-2910

宮城県 多賀城市 ①②③ 常設展示無料観覧日 常設展の無料観覧日 11月3日 東北歴史博物館 東北歴史博物館 無料
http://www.thm.pref.mi
yagi.jp/

東北歴史博物館情報サービス班
022-368-0106

常設展示観覧料無料

宮城県 多賀城市 ①② 第４７回文化祭
舞台部門及び展示部門の成果発表を行うほか、お茶席や体験コーナー、伝
統文化子ども教室発表など、多彩にわたって披露します。

11月3日 多賀城市文化センター 多賀城市芸術文化協会
多賀城市芸術文化協会
022-364-1490

宮城県 多賀城市 ①② 第３８回多賀城市民音楽祭
主に多賀城市内で活動しているアマチュアグループによる吹奏楽、器楽、
合唱の発表で、ジャンルや世代を超えた多賀城市民手作りの音楽イベント

11月10日 多賀城市民会館 多賀城市教育委員会 無料
多賀城市中央公民館
022-368-0133

宮城県 多賀城市 ①② 英語の本を楽しもう 英語多読サロン
多読の読書会＆情報交換会です。 前半は読書、後半は参加者同士の情報
交換を実施します。

10月16日,11月6日,20日 多賀城市立図書館 多賀城市立図書館 無料
多賀城市立図書館
022-368-6226

宮城県 多賀城市 ①②
プロが教える！パパとママに知ってほしいお金の
知識～子育て・マイホーム・老後のマネー学

マイホーム購入や子どもの教育等でこれから支出が多くなる子育て世代に
向けて、ファイナンシャルプランナー技能士の方を講師に迎え、生活設計に
ついて考える講義を実施します。

10月19日 多賀城市立図書館 多賀城市立図書館 無料
多賀城市立図書館
022-368-6226

宮城県 多賀城市 ③
東北歴史博物館出張展示解説 「蝦夷ー古代蝦夷
と律令国家」

東北歴史博物館で開催される「蝦夷―古代エミシと律令国家―」展につい
て、担当学芸員をお呼びして展示の見どころを解説し、古代多賀城と蝦夷と
の関わりについて学ぶ講義を実施します。

10月26日 多賀城市立図書館 多賀城市立図書館 無料
多賀城市立図書館
022-368-6226

宮城県 多賀城市 ③ 多賀城歴史トーク 歌枕と多賀城
江戸時代、仙台藩4代藩主伊達綱村が歌枕の地を整備・保護したため、多
賀城は歌枕の地として知られるようになりました。なぜ多賀城に歌枕が多い
のかについて多賀城市埋蔵文化財調査センター職員よる講義を実施しま

11月2日 多賀城市立図書館 多賀城市立図書館 無料
多賀城市立図書館
022-368-6226

宮城県 多賀城市 ② 国際絵本展示
IFLA（国際図書館連盟）の「絵本で世界を知ろうプロジェクト」により集めら
れ、国際子ども図書館に寄贈された様々な国の絵本をお借りし、紹介パネ
ルと共に展示します。

11月2日～24日 多賀城市立図書館 多賀城市立図書館 無料
多賀城市立図書館
022-368-6226

宮城県 多賀城市 ① 大人の食育 宮城の米
「食と健康」をキーワードにおいしく健やかな生活を送るための食育講座を
実施します。

11月2日 多賀城市立図書館 多賀城市立図書館
多賀城市立図書館
022-368-6226

宮城県 多賀城市 ① 多賀城ブックトーク 大人の絵本読書会
大人を対象に、各自が持ち寄った本の紹介をしながら行う絵本読書会を実
施します。

11月9日 多賀城市立図書館 多賀城市立図書館 無料
多賀城市立図書館
022-368-6226

宮城県 松島町 ①③ こころ・はぐくみ隊パート18
町内小学校低学年を対象とした創作体験活動。文化的遊びや創作を通じ
て、社会性を育み、情操を高めます。

11月～12月（4回開催） 松島町手樽地域交流センター 松島町教育委員会
松島町教育委員会
教育課生涯学習班
022-354-5714

宮城県 松島町 ③ 文化観光交流祭
町内で活動しているサークル等の日頃の活動成果を一堂に会し、展示や舞
台発表を行い、町民の芸術文化の発展向上を図ります。

11月2日～3日 松島町文化観光交流館 松島町中央公民館
松島町中央公民館
022-353-3030

宮城県 松島町 ③ 松島湾三町文化財展
松島町・利府町・七ヶ浜町の三町に収蔵されている文化財を、それぞれの
町で巡回展示します。

7月～2月
①利府町郷土資料館、②七ヶ浜町
歴史資料館、③松島町

松島町教育委員会・利府町
教育委員会・七ヶ浜町教育委
員会

無料
松島町教育委員会
教育課生涯学習班
022-354-5714

宮城県 丸森町 ③ 第48回 丸森町総合文化祭
丸森町文化協会加盟者の日頃制作している作品や、協会会員以外の方で
創作
芸術活動を行っている方々の作品、保育所児童、小中学校児童生徒の作

11月2日～3日
丸森まちづくりセンター、丸森町民
体育館

丸森町文化協会
丸森町教育委員会
生涯学習課
0224-72-3036

宮城県 美里町 ①③ 美里町文化協会町民文化祭（展示部門） 文化協会の活動成果として、書や絵画、写真等を展示します。 11月9～10日 美里町中央コミュニティセンター 美里町文化協会 無料
美里町まちづくり推進課
0229-33-2180

宮城県 美里町 ①③ 美里町文化協会町民文化祭（芸能部門） 文化協会の活動成果として、舞踊、詩吟、フラダンス等の発表を行います。 11月10日 美里町文化会館 美里町文化協会 無料
美里町まちづくり推進課
0229-33-2180

宮城県 美里町 ① 小牛田図書館「図書館まつり」
読書週間にあわせて、本と図書館に親しんでもらう。リサイクルブックフェ
ア、おはなし会、中学生参加によるＰＯＰ決戦等子どもから大人まで参加型

10月 美里町近代文学館小牛田図書館 美里町教育総務課 無料
http://town.misato.miy
agi/jp/10shisetu/tosyo

0229-33-3030

宮城県 美里町 ① 南郷図書館「図書館まつり」
読書週間にあわせて、本と図書館に親しんでもらう。リサイクルブックフェ
ア、おはなし会等子どもから大人まで参加型の行事

11月 美里町南郷図書館 美里町教育総務課 無料
http://town.misato.miy
agi/jp/10shisetu/tosyo

0229-58-1212

宮城県 美里町 ①② 美里町郷土資料館「秋の企画展」
美里町に関する歴史と文化に関する資料の展示。郷土資料館での体験学
習。

10月、11月 美里町郷土資料館 美里町教育総務課 無料
http://town.misato.miy
agi/jp/10shisetu/tosyo

0229-33-3030

宮城県 山元町 ③ 第４３回山元町町民文化祭
　町内の文化・芸術活動の発表の場として、加盟団体による民舞、演奏等
のステージ発表、書道、手芸等作品展示のほか、お茶席、囲碁・将棋のフ
リー対局が行われます。

11月2日～3日 つばめの杜ひだまりホール 山元町文化協会 無料
つばめの杜ひだまりホール
0223-37-5592

宮城県 利府町 ③ 利府町文化祭
　町民の芸術文化への関心を高め、東日本大震災からの復興への一助を
担う芸術文化の祭典とすることを目的として、絵画、写真、陶芸などの展
示、ステージ発表を行う。

11月3、4日 十符の里プラザ 利府町教育委員会 無料
http://www.town.rifu.m
iyagi.jp

利府町教育委員会生涯学習課
022-356-2125

宮城県 利府町 ① 十符っ子の日
　「町はひとつの学校」の理念のもと、中学校区毎に各中学校全生徒と各小
学校５・６年生が集い、夢と志の意見発表や小中高連携事業の報告、地域
の方々からの発表や参加者全員で合唱等を行う。

11月2日 町内各中学校 利府町教育委員会 無料
http://www.town.rifu.m
iyagi.jp

利府町教育委員会生涯学習課
022-356-2125

宮城県 利府町 ③ 利府町スクールバンドフェスティバル 　町内の各学校の児童・生徒が一同に会したコンサートを開催する。 10月20日 利府中学校 利府町教育委員会 無料
http://www.town.rifu.m
iyagi.jp

利府町教育委員会生涯学習課
022-356-2125

宮城県 利府町 ③ 小さな音楽会
　町内で音楽活動をしている方々の発表の機会とし、来場者への音楽鑑賞
の機会の場とする。

11月14日 利府役場（町民交流館） 利府町教育委員会 無料
http://www.town.rifu.m
iyagi.jp

利府町教育委員会生涯学習課
022-356-2125

宮城県 涌谷町 ①②③ 町民文化祭
涌谷町内の文化芸術団体及び個人をはじめとし、小中学校の児童生徒の
作品を展示するほか、郷土芸能や各種サークル活動の成果を発表する。

11月2、3日 涌谷公民館 涌谷町芸術文化協会
涌谷公民館
0229-43-3001

料金は一部有料

宮城県 涌谷町 ③ 涌谷町立涌谷中学校文化祭
教科，総合的な活動の時間，特別活動等で行っている文化的な教育活動
の成果を，保護者や地域に向けて発表する。

10月26日 涌谷中学校 涌谷中学校 無料
涌谷中学校
0229-42-2049

宮城県 涌谷町 ② 学力向上研究指定校事業中間公開研究会 本校の生徒の学力向上に向けた現時点での研究成果を公開する。 11月27日 涌谷中学校 涌谷中学校 無料
涌谷中学校
0229-42-2049

宮城県 県内全域 ③ みやぎ県民文化創造の祭典（芸術銀河）
みやぎ県民文化創造の祭典（芸術銀河）とは，多くの県民に優れた文化芸
術の鑑賞と発表の機会を充実させるため，宮城県が実施している文化事業
です。美術展やコンサートなどの様々な文化芸術事業を実施します。

9月～11月を中心に通
年

宮城県内の文化施設等 各文化施設等

【芸術銀河ＨＰ】
http://www.pref.miyagi.
jp/soshiki/syoubun/gei
jutsuginga-about.html

みやぎ県民文化創造の祭典
実行委員会事務局
（宮城県消費生活・文化課内）
022-211-2527

各事業の情報については，
ホームページ等に掲載する
ほか，県内の文化施設等に
配置している芸術銀河2019
イベントガイドに掲載してい

宮城県 県内全域 ③ 東北文化の日
東北の文化に関する情報を発信し，文化施設の利用促進や，県域を越えた
交流人口増加を図ることを目的としています。「東北文化の日」前後１か月
を中心に，文化イベントの実施や，施設の入館料を無料や割引とします。

10月26日～27日 東北各県の文化施設等 各県，各文化施設
「東北文化の日」推進委員会事務
局
（宮城県消費生活・文化課内）

宮城県 県内全域 ② 志教育フォーラム2019
県民に向けて，将来にわたり自らの生き方を主体的に探求する「みやぎの
志教育」の理念の普及・啓発を図るため，志教育に関する講演や志教育支
援事業推進地区の実践事例報告等を行います。

11月16日 宮城県美術館 宮城県教育委員会 無料
http://www.pref.miyagi.
jp/site/gikyou-kkz/

宮城県教育庁義務教育課
TEL：022-211-3645

R1.10上旬に更新予定

宮城県 県内全域 ① 子育て・家庭教育支援フォーラム
子育て・家庭教育支援関係者が，事例発表交流会及び基調講演，パネル
ディスカッションをとおして研修し，子育てサポーター等の地域人材同士の
連携や各市町村での実践方法の構築を目的に開催します。

11月1日 宮城県庁２階講堂 宮城県教育委員会 無料
https://www.pref.miya
gi.jp/soshiki/syougaku

宮城県教育庁生涯学習課
社会教育推進班
022-211-3654（直通）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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第61回「教育・文化週間」関連行事

宮城県
大崎圏域
及び栗原
圏域

①③④ 北部管内文化財巡回パネル展
　大崎圏域及び栗原圏域の各市町に伝承する民俗や文化的所産等の魅力
を発信することにより，各市町の文化財のよさを一層普及するとともに，地
域住民が一体となってその保全及び伝承をに取り組むように実施します。

10月15日～2月23日
管内各市町社会教育機関・生涯学
習施設等

宮城県教育委員会，管内各
市町教育委員会

無料

【北部教育事務所】
http://www.pref.miyagi.
jp/site/syougai/nh-
bunkazaipanel.html

北部教育事務所教育学事班
0228-87-3612

宮城県
大崎圏域
及び栗原
圏域

② 北部管内小・中学校紹介パネル展

　「みやぎ教育の日を定める条例」の大要と，管内小・中学校（県立・私立を
含む）の学校教育活動を紹介することにより，『みやぎ教育の日』の趣旨を
広く普及し，『みやぎ教育月間』の取組を振興するとともに，教育に対する県
民の意識を高めます。

11月5日～22日 大崎合同庁舎，管内商業施設 宮城県教育委員会 無料
北部教育事務所教育学事班
0228-87-3612

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


