社会・生活

仙台市大倉ふるさとセンター
大倉地区の豊かな自然を体験しよう
施設概要

見学概要

仙台市大倉ふるさとセンターは、大倉地区の豊かな自
仙台市大倉ふるさとセンター内にある
然と暮らしの歴史を活かした「自然体験」や「生活体験」 古民家は、平成 6 年まで仙台市青葉区上
を通じて、豊かな人間性をはぐくむ場を提供するために 愛子に所在した石垣家住宅の母屋棟を移
開設された新しい仙台市の施設です。
築・復元したものです。平成 6 年に建造
物の仙台市指定文化財の指定を受け、所
有者の石垣氏より寄贈されました。寄贈
後、詳しい調査が行われ、解体された後
に、大倉ふるさとセンターに移築し、保
存していくことになりました。古民家内
では、食事が出来ます。
施設は、旧大倉中学校の跡地に平成 18
年 7 月に開館し、センター活動として人
材育成に役立つ、大倉の自然を生かした
季節ごとのさまざまな体験学習活動を行
っています。
【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
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

9:00～17:00
30 分
不要（但し、団体で説明を要する場合は要予約）
あり
50 名
仙台市街より仙台西道路～国道 48 号経由で約 19km、熊ヶ根交差点を定
義方面へ右折し、約 4km。大倉ダムの堰堤を通り過ぎ湖面を右に見たまま
さらに道なりに走行すると約 3km。
専用の駐車場はありません。駐車できるスペースのみ。
4 月～10 月は第 3 水曜日、11 月～3 月は毎週水曜日、
年末年始(12/28～1/4)
無料

【お問い合わせ先】
仙台市大倉ふるさとセンター
〒989-3213
仙台市青葉区大倉字若林 14-2
電話 022-391-2060
FAX 022-391-2064
http://www.greenlife.or.jp/shisetu.html
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仙台市市民活動サポートセンター
市民活動を支援する拠点
施設概要

見学概要

仙台市市民活動サポートセンターは、様々な分野の
市民活動団体やＮＰＯ法人、ボランティアなど非営利
で公益的な活動をしている人たちやこれから活動しよ
うと考えている方たちのための拠点施設です。多様な
市民活動がさらに活発になるように支援を行うととも
に、市民・企業・行政の協働によるまちづくりを推進
していくことを目的としています。

2018 年にリニューアルした施設の見学を
しながら仙台市市民活動サポートセンター
の活用方法、市民活動や協働によるまちづく
りの事例を知る事ができます。
① ＮＰＯとはどのような組織か。
② 協働によるまちづくりにはどんなものが
あるのだろうか。

【インフォメーション】
見学時間
見学時間
予約
案内人・指導員
受入人員
交通案内
大型バス駐車
休館日
料金

14:00～16:00
30 分
要予約
付（要相談）
10 名程度
地下鉄東西線広瀬通駅「西 5 番出口」出てすぐ右手
不可
毎月第 2、第 4 水曜日（施設・設備の点検等のため）
、
年末年始（12/29～1/3）
無料

【お問い合わせ先】
仙台市市民活動サポートセンター
〒980-0811
仙台市青葉区一番町 4-1-3
電話 022-212-3010FAX 022-268-4042
http://www.sapo-sen.jp
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仙台市水道記念館
水道のしくみや歴史について楽しみながら学べます
施設概要

見学体験概要

豊かな自然に恵まれた歴史ある青下水源地のダム湖
水道記念館の展示は平成 29 年 4 月にリニ
のほとりに建つ水道記念館。水道の歴史やしくみ、水環 ューアル完了。
境を楽しみながら学べます。
１階の「水道の歴史」ゾーンでは、水道
館の周辺の散策路やハイキングコースでは、サクラや 誕生と、水不足とたたかい続けた仙台水道
藤、紅葉など四季折々の自然を楽しむことができます。 の長い旅路を「人」
「技術」にスポットをあ
てて展示しています。
2 階の「水道のしくみ」ゾーンでは、当
たり前のように蛇口から出てくる水道水
が、どんなしくみでつくられ、家庭まで届
いているのかを紹介。あわせて災害対策に
ついても展示しています。
「水と環境」ゾー
ンには、間伐材つみ木コーナー、水循環ゲ
ームなどもあり、遊びながら楽しく学べる
施設となっています。
周辺の青下水源地には、昭和初期につく
られた青下ダムがあり、水が玉石の上を美
青下水源地内に建つ水道記念館
しく流れ落ちる様子が見られるほか、緑に
囲まれた散策路もあり、自然を身近に感じ
られます。
【インフォメーション】
見学体験実施時間
見学体験所要時間
受入人員
予約

案内人・指導員
交通案内

大型バス駐車
休館日
入館料

9:30～16:00
40 分
100 名程度
不要／団体の場合は要予約
修学旅行など団体で利用される場合、日時、団体名、人員、見学時間、貸切バ
ス利用の有無を事前に電話又は文書でお知らせ下さい。
自由見学。要望により説明可
仙台市営バス仙台駅前発・定義行き、大手門入口下車、徒歩 8 分。
ＪＲ熊ヶ根駅下車徒歩 20 分。仙台宮城ＩＣから車で 30 分。
仙台駅から車で 40 分。
可
月曜日（祝日を除く）、祝日の翌日（土・日曜、祝日を除く）
12 月 1 日～3 月 31 日は休館
無料

【お問い合わせ先】
仙台市水道記念館
〒989-3432 仙台市青葉区熊ヶ根字大原道地内
電話 022-393-2188
FAX 022-393-2188
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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

見学体験概要

仙台市を中心に、明治時代以降の庶民生活資料
仙台のくらしを伝える道具や写真、地図などを
を主な対象とする資料館です。また、建物が旧日 展示しています。
本陸軍の兵舎建築であることから、戦争や軍隊に
建物は宮城県に現存する最も古い洋風木造建築
関する資料も展示しています。
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」
菜種油を使った灯りの明るさを体験します。
・
「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。
【インフォメーション】
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

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
・電車：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

240 円

190 円

高校生

180 円

140 円

小・中学生

120 円

90 円

※30 名以上団体料金・引率者 1 名無料。料金は令和元年 7 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.sendai-c.ed.jp/~bunkazai/~rekimin/
仙台市歴史民俗資料館で検索！！
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メガネの相沢

メガネの歴史館

身近なメガネの歴史を通じ、人と社会の発達の歴史を学ぶ
施設概要

見学体験概要

宮城、岩手、山形、福島の各県に 35 店舗を展開する
メガネの相沢が、120 年を超える歴史の中で収集してき
た江戸時代から明治・大正・昭和初期の貴重なメガネを
始め、レンズを用いた様々な機器、ケースや装飾具、絵
画などメガネにまつわる歴史資料を一同に集めた東北
では唯一の本格的なメガネの歴史資料館です。

メガネやレンズの起源から、日本への
伝来、日本で独自に発達したメガネの歴
史、そしてサングラスやレンズを用いた
様々な機器、検眼の歴史などをそれぞれ
のコーナーで実物を見ながら学習する
ことができます。

【インフォメーション】
見学実施時間
見学所要時間
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
入場料

10:00～18:00（最終入館時間）
30～40 分
15 名
不要 ※但し、団体で説明を要する場合は要予約
あり
仙台市地下鉄勾当台公園駅下車、徒歩 5 分
なし
年中無休（1/1 のみ休業）
無料

【お問い合わせ先】
メガネの相沢 メガネの歴史館
（メガネの相沢 一番町店 2 階）
〒980-0811
仙台市青葉区一番町 4-4-34 電話 022-223-9439
http://www.meganenoaizawa.co.jp/
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