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歴史・伝統文化 

カメイ美術館 

こけしの絵付けを体験しよう 

施設概要 

仙台市に本社のある総合商社カメイ株式会社の創業

90 周年を記念して設立された、（公財）カメイ社会教

育振興財団の事業の一環として、平成 6 年 9 月に開館。

世界の蝶の標本約 14,000 頭、甲虫を常設展示していま

す。その他、東北で生まれ育まれてきた各地の伝統こ

けしや、日本の近・現代の具象画を中心とした絵画の

企画展も開催しています。また、こけし絵付け体験や、

蝶の不思議をワークシートで学習する企画もありま

す。 

 

体験概要 

こけしの絵付けを体験します。絵付けした

こけしは包装してお渡しします。 

 

① こけしは、いつごろどのような理由で誕

生したのだろうか。 

② 東北に分布しているこけしには、それぞ

れどのような特徴があるのだろうか。 

 

 

 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

予約 

案内人・指導員 

受入人員 

交通案内 

 

大型バス駐車 

休業日 

料金 

 

【インフォメーション】 

10:00～16:30 

90 分(絵付け体験は 60 分) 

事前に要予約 

案内人付 

10 名 

JR 仙台駅・西口から徒歩 10 分 

地下鉄五橋駅・北 4 出口から徒歩 3 分 

なし 

毎週月曜日(祝日は開館)、年末年始(12/28～1/4) 

白木代 500 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

公益財団法人カメイ社会教育振興財団 

カメイ美術館 

〒980-0022 

仙台市青葉区五橋 1-1-23 

カメイ五橋ビル 7 階 

電話 022-264-6543 

FAX 022-264-6544 

http://www.kameimuseum.or.jp  

カメイ美術館 
（五橋公園前） 

http://www.kameimuseum.or.jp/
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歴史・伝統文化 

仙台市縄文の森広場 

４０００年前の縄文人の暮らしを体験しよう 

施設概要 

昭和 55 年に縄文時代中頃の大きなムラなどの跡が

発掘された山田上ノ台遺跡の保存活用を図る施設で

す。縄文時代のムラと周辺の環境を復元し、自然と共

生していた先人の暮らしを楽しみながら体験する場

を提供しています。 

 

 

見学体験概要 

復元した竪穴住居や、ムラのようすを表し

た模型、遺跡から出土した土器や石器などを

見学できるほか、勾玉づくりや火おこしなど

の縄文体験に挑戦することができます。 

・勾玉づくり：200 円(約 90 分～) 

・石のアクセサリーづくり：100 円（約 30

分～） 

・土器・土笛づくり：100 円～(約 60 分～) 

→約 1 ヵ月後の引渡し 

・火おこし ：100 円(約 30 分～) 

・編布づくり：100 円(約 60 分～) 

・石器づくり：100 円(約 60 分～)小学 5 年生

以上 

 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

予約 

 

案内人・指導員 

受入人員 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

休業日 

 

展示室観覧料 

 

 

 

 

【インフォメーション】 

9:00～16:45／入館は 16:15 まで 体験受付は 9:00～11:30／12:30～15:00 

見学所要約 60 分  体験はメニューごと異なる（30 分～180 分） 

見学のみであれば不要／案内説明を希望の場合や、10 名以上で体験を希望の場

合は 2 週間前までに要予約 

職員・ボランティアが対応 

120 名程度（体験内容により人数制限有り：ご相談ください） 

仙台駅西口バスプール宮城交通 7 番、8 番のりばから 「秋保温泉」「日本平」「南

ニュータウン」「茂庭台」行きで約 40 分 山田・太白消防署前下車徒歩 5 分 

仙台南 IC から車で約 10 分  山田 IC から車で約 5 分 

3 台可 

毎週月曜日（祝日・振替休日の場合は開館）、休日の翌日（土日・祝日の場合は

開館）、1 月～11 月の第 4 木曜日（休日は開館）、年末年始（12/28～1/4） 

 

区分 個人 団体(30 名以上) 地底の森ﾐｭｰｼﾞｱﾑ共通券 

一般・大学生 200 円 160 円 450 円 

高校生 150 円 120 円 250 円 

小・中学生 100 円 80 円 150 円 

 

【お問い合わせ先】 

仙台市縄文の森広場 

〒982-0815 

仙台市太白区山田上ノ台町 10 番地 1 

電話 022-307-5665 

FAX 022-743-6771 

j-hiroba@cap.ocn.ne.jp 

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/jyoumon/ 
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歴史・伝統文化 

仙台市博物館 

杜の都仙台の歴史や美術を学ぼう 

施設概要 

仙台城三の丸跡に位置し、周囲を緑に囲まれた美しい

環境にあります。仙台伊達家から寄贈された資料群の保

管・展示・研究のため昭和 36 年に開館し、昭和 61 年に、

同地に全面新築しました。年 4 回の特別展と企画展を開

催しています。また、常設展示では、年 4 回の展示替え

を行い、随時約 1,000 点の資料を展示しています。 

 

見学体験概要 

伊達政宗所用の具足（重要文化財）、支倉常

長が海外から持ち帰った慶長遣欧使節関係資

料（国宝・ユネスコ記憶遺産）、江戸時代を中

心とした仙台藩に関わる歴史・文化・美術工

芸資料等を見学することができます。また、

見学前に歴史の講話を聞くことができる他、

折り紙を使った「もんきり遊び」や土人形の

絵付け等の体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑも用意しています。 

① 伊達政宗はどのような人物で、どのよう

な業績を残したのだろうか。 

② 慶長遣欧使節はなぜ派遣されたのだろ

う。支倉常長はどのような役割を果たし

たのだろう。 

＊各資料の展示期間や、体験プログラムにつ

いては、博物館へ直接お問い合わせ下さい。 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

予約 

案内人･指導員 

 

 

 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

休館日 

 

 

入館料 

（特別展観覧料は

別に定めます） 

【インフォメーション】 

9:00～16:45／入館は 16:15 まで 

90 分 

事前相談歓迎 

博物館ボランティアが常設展見学のお手伝いをしています。 

・常設展資料解説：少人数対象、10:00～12:00、13:00～15:00 

・館庭（仙台城三の丸跡）案内：4 月～11 月 11:30～12:00 

・英語による常設展資料解説：1 ケ月前から 1 週間前までに電話による申込 

仙台市地下鉄東西線「国際センター駅」南１出口より徒歩約 8 分、仙台駅西口

バスプール 16 番「るーぷる仙台」→博物館・国際センター前下車徒歩約 3 分 仙

台宮城インターより車で約 15 分 

可（5 台） 

月曜日（祝日・振替休日の場合は開館）、祝日・振替休日の翌日（土・日曜日、

祝日の場合は開館）、改修工事のため 12 月 28 日～3 月 31 日のうち、一定期間

休館予定 

区分 個人 団体（30 名以上） 

一般・大学生 400 円 320 円 

高校生 200 円 160 円 

小・中学生 100 円 80 円 

                     ＊料金は平成 28 年 4 月現在 

【お問い合わせ先】 

仙台市博物館情報資料センター 

〒980-0862 

仙台市青葉区川内 26 番地（仙台城三の丸跡） 

電話 022-225-3074 

FAX 022-225-2558 

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/museum/  
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歴史・伝統文化 

仙台張子 松川だるま 

だるまの絵付けを体験しよう 

施設概要 

古くから仙台庶民の信仰の中に親しまれてきただるま

は、天保年間（1830～1844）、伊達藩の藩士・松川豊之

進が創始したといわれております。初代、本郷久三郎が

松川氏の弟子となり、現在、10 代目「本郷尚子」がその

技を継承しています。技術と構造形式は独特なもので、

特にその着色と表情がよく統一された郷土作品です。激

しい世の中の遷り変わりをよそに、未だ昔のまま守られ

ています。天保時代の庶民の生活の一端がうかがわれ、

ひとときの安らぎを与えてくれます。仙台張子は、昭和

60 年 9 月 3 日、宮城県の伝統工芸品の指定を受けました。 

 

 

 

見学体験概要 

だるまの歴史等のことについて説明を

聞きます。松川だるまの絵付けを体験しま

す。 

 

 

① だるまの素材は何を使っているのだろ

うか。 

 

② だるまは、全国何処にでもあるのだろ

うか。なぜ、仙台にあるのだろうか。 

 

③ 仕事の喜びはどんなことだろうか。 

また、苦労することはどんなことだろ

うか。 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

受入人数 

予約 

案内人・指導員 

交通案内 

 

大型バス駐車 

休業日 

料金 

【インフォメーション】 

9:30～16:00、5 月と 9 月 

120 分 

10 名 

要予約 

あり 

仙台市営バス仙台駅西口バスプール 13 番 

のりば 川平団地入口下車すぐ 

不定休 

500 円(但し絵筆を持参すること) 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

仙台張子松川だるま製作所 

本郷だるま屋 

〒981-0954 

仙台市青葉区川平 4-32-12 

電話 022-233-5658 

FAX 022-233-5658 
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歴史・伝統文化 

仙台文学館 

仙台ゆかりの作家と文学の杜で会いましょう 

施設概要 

若き日を仙台で過ごした詩人、現在この街で創作を続

けている作家たち・・・文学館は、彼らの足跡をたどり、

豊かな言葉の流れに身をゆだねる場所です。 

 

見学体験概要 

常設展示室や企画展示室のほか、文学に

関する調査・研究のための情報コーナー、

くつろぎと語らいの場となる交流コーナ

ー等、豊かな自然環境の中でゆったりと文

学を味わうことができます。 

 

① 仙台で中学～高校時代を過ごした作家

とその代表作品は・・・。 

 

② 作品の舞台となっている、仙台の街中

のスポットを調べてみよう。 

 

③ 島崎藤村、土井晩翠、魯迅等の仙台に

おける活動と作品をしらべてみよう。 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

予約 

案内人・指導員 

交通案内 

 

 

 

大型バス駐車 

休業日 

 

 

常設展示室観覧料 

【インフォメーション】 

9:00～17:00／但し入館は 16:30 まで 

40 分 

不要／案内説明を希望する場合は事前にご連絡下さい。 

希望により、施設案内、展示解説等をします。 

仙台駅西口バスプール南側宮城交通バス 2 番・3 番・4 番・6 番乗り場から仙台

北・泉地区方面行き（急行バス及び北山トンネル経由を除く）。仙台市営バス 6

番乗り場から地下鉄八乙女駅行き→いずれも北根二丁目・文学館前下車、徒歩

5 分。 

可 

月曜日（祝日･振替休日の場合は開館）、休日の翌日（日曜日、祝日の場合は開

館）、第 4 木曜日（12 月を除く）、年末年始（12/28～1/4） 

 

区分 個人 団体（30 名以上） 

一般・大学生 400 円 320 円 

高校生 200 円 160 円 

小・中学生 100 円  80 円 

       ＊特別展観覧料は別に定めます。料金は平成 28 年 4 月現在 

【お問い合わせ先】 

仙台文学館 

〒981-0902 

仙台市青葉区北根 2-7-1 

電話 022-271-3020 

FAX 022-271-3044 

http://www.sendai-lit.jp/ 
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歴史・伝統文化 

伊達政宗公霊屋 瑞鳳殿 

仙台藩祖伊達政宗についてもっと詳しく知りたい 

施設概要 

戦国時代、東北地方南部を自らの領地にして「独眼竜

政宗」として有名になった武将・伊達政宗。江戸時代に

は仙台藩の初代藩主として 62 万石を治めました。瑞鳳

殿は政宗の遺言によって造られたお墓です。墓石ではな

く霊屋（おたまや）と呼ばれる豪華絢爛な色使いの建物

が建てられています。また、発掘された副葬品を見るこ

とで伊達氏の文化を学習することができます。 

 

見学体験概要 

敷地内には政宗の霊屋である瑞鳳殿をはじ

め、二代藩主、三代藩主の霊屋を見ることが

できます。再建されたこれらの建物は、創建

当時の鮮やかな色彩や豪華な飾り彫刻が再現

され、江戸時代初期の伊達氏のお墓の形式を

見ることができます。併設された資料館では、

お墓の中の発掘調査の様子を約 18 分の映像

で上映しており、副葬品や、骨から復元され

た政宗をはじめとする三藩主の容貌像などが

展示されています。また、政宗の町づくりの

業績をたどる「千代とかぎらじ仙台の街」（約

17 分）の映像も上映しています。 

①伊達政宗とはどのような人物だったのだろ

うか。 

②二代忠宗、三代綱宗とはどのような人物だ

ったのだろうか。 

③豪華絢爛といわれる桃山時代の遺風を伝え

る霊屋建築とはどのようなものだろうか。 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

予約 

 

案内人・指導員 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

休業日 

観覧料 

【インフォメーション】 

[2/1～11/30] 9:00～16:30、[12/1～1/31] 9:00～16:00 

40 分～60 分 

観覧のみの場合は予約不要です。児童生徒の学習利用の場合は事前に連絡・

予約することで質問への対応を行います。 

なし 

仙台駅西口バスプール「るーぷる仙台」16 番のりばから 15 分、「瑞鳳殿前」

下車、徒歩 7 分。市営バス 11 番のりば、宮交バス 12 番のりばから 15 分、「霊

屋橋瑞鳳殿入口」下車、徒歩 10 分。 

可 

年末年始（12/31～1/1） 

区分 個人 団体 20 名以上 50 名以上及び障害者 

一般･大学生 550 円 450 円 350 円 

高校生 400 円 350 円 300 円 

小･中学生 200 円 150 円 100 円 
 

【お問い合わせ先】 

（公財）瑞鳳殿 事務局 

〒980-0814 

仙台市青葉区霊屋下 23-2 

電話 022-262-6250 

FAX 022-262-6251 

URL http://www.zuihoden.com 
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歴史・伝統文化 

七ツ森陶芸体験館 

百窯の里で台ヶ森焼の焼物づくりを体験しよう 

施設概要 

七ツ森陶芸体験館は七ツ森湖畔公園の中にあり、湖

畔から見る船形連峰の眺めは絶景です。こんな大自然

の中で、気軽に陶芸にチャレンジできる体験施設で

す。 

 

 

見学体験概要 

7 種の窯が備えてあり、それぞれの風合い

の焼物が楽しめます。コースは、①粘土でオ

リジナルの形を創る手びねりコースと、②素

焼きされた器などに彩色をほどこし焼き上

げる絵付けコースがあります。 

 

①粘土は焼くとなぜ固く、溶けない物になる

のか？（陶器の製法） 

 

②七ツ森にちなんで七種の窯があり本物の

「登り窯」等を見ることができる。 

 

③制作体験の後や窯などの見学後、生徒さん

からの質問も受け付けます。 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

受入人数 

予約 

案内人・指導員 

交通案内 

大型バス駐車 

休業日 

 

料金 

【インフォメーション】 

10:00～17:00（冬期：10:00～16:00） ※体験受付は、閉館 2 時間前まで 

60 分 

300 名 

要予約（20 名以下の個人は不要） 

あり 

仙台から車で 45 分／古川から車で 30 分／大和ＩＣから 20 分 

可 

毎週水曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始（12/28～1/4） 

 

区分 観覧料 体験料 

一般・大学生 210 円 
20 名以上 

団体割引あり 
600 円～1900 円 

小・中・高校生 110 円 

 

【お問い合わせ先】 

七ツ森陶芸体験館 

〒981-3624 

黒川郡大和町宮床字高山 120 

（七ツ森湖畔公園内） 

電話 022-346-2377 

FAX 022-346-2390 

http://www.daigamori.jp/ 
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歴史・伝統文化 

七ツ森陶芸体験館 仙台体験教室 

台ヶ森焼の焼物づくりを体験しよう 

 

 

 

 

見学体験実施時間 

見学体験所要時間 

受入人数 

予約 

案内人・指導員 

交通案内 

大型バス駐車 

休業日 

体験料金 

【インフォメーション】 

10:00～14:00 

60 分 

50 名 

要予約 

あり 

仙台駅より東へ 1.5ｋｍ／仙台市営バス「仙台一高前」下車 

可（１～2 台） 

不定休 

大人 2,500 円 こども 1,500 円 

（粘土から成型するコース・出来上がり一ヵ月後） 

その他コースもあります。詳しくは陶芸体験館に問い合わせてください。 

 

【お問い合わせ先】 

七ツ森陶芸体験館 

電話 022-346-2377 

FAX 022-346-2390 

 

【新施設住所】 

仙台体験教室 

宮城県仙台市若林区連坊 2-11-28 

電話 022-291-8435 

FAX 022-346-2390 

http://www.sendai-arts.jp/tsuchi/index.html 
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歴史・伝統文化 

仙台市歴史民俗資料館 

ときのあゆみのたまてばこ 

施設概要 

仙台市を中心に、明治時代以降の庶民生活資料を

主な対象とする資料館です。また、建物が旧日本陸

軍の兵舎建築であることから、軍隊や平和に関する

ことにも積極的に取りくんでいます。 

 

見学体験概要 

仙台のくらしを伝える道具や写真、地図など

を展示しています。 

建物は宮城県に現存する最も古い洋風木造

建築で、仙台市有形文化財（建造物）に指定さ

れています。 

・「石うすひき体験」 

煎った大豆を石うすを使ってきな粉にしま

す。 

・「あんどんの灯り体験」 

菜種油で灯りをともします。 

・「外遊び体験（たがまわし、コマ回しなど多

数）」道具をお貸しします。 

 

開館時間 

見学体験所要時間 

 

受入人数 

予約 

案内人・指導員 

交通案内 

 

 

大型バス駐車 

休業日 

 

入館料 

 

【インフォメーション】 

9:00～16:45（入館は 16:15 まで） 

展示室の見学：約 1 時間 

体験所要時間：各体験 1 回（20 人程度）：20～30 分 

100 名以上可（ご相談下さい） 

事前相談歓迎、体験は準備が必要なため、要予約 

職員が対応 

・徒歩：ＪＲ仙台駅東口から約 20 分・ＪＲ仙石線：榴ヶ岡駅下車、徒歩 5 分 

・路線バス：仙台駅西口、青葉通三井住友信託銀行前 市営バス 50 番、51 番

乗り場から乗車し、原町 1 丁目で下車、徒歩約 7 分 

事前にご連絡下さい 

月曜日（休日は開館）、休日の翌日（土・日は開館）、第 4 木曜日（12 月・休日

は開館）、年末年始、くん蒸にともなう臨時休館 

区分 通常料金 団体料金 

一般・大学生 200 円 160 円 

高校生 150 円 120 円 

小・中学生 100 円 80 円 

※30 名以上団体料金・引率者 1 名無料。料金は平成 28年 4月現在 

【お問い合わせ先】 

仙台市歴史民俗資料館 

〒983-0842 

仙台市宮城野区五輪 1-3-7（榴岡公園内） 

電話 022-295-3956 

FAX 022-257-6401 

folkmuse@deluxe.ocn.ne.jp 

http://www.city.sendai.jp/kyouiku/rekimin/ 

仙台市歴史民俗資料館で検索！！ 
 

 


