暮 らし

K

在宅でできるフレイル予防の運動
本田 春彦（東北工業大学 総合教育センター 准教授）

東北工業大学は持続可能な開発目標（SDGs）
を支援しています

高齢期の健康づくり・フレイル予防に適した軽運動のオンライン講座を開催します。
個人の状況にあわせて負荷を変更しますので、慢性的な痛みがあっても無理のない
範囲で参加できます。からだをほぐしながら、同時に頭（脳）
もリフレッシュしましょう！
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東北工業大学では、学習意欲旺盛な学生や市民の皆さまに向けて
「市民公開講座」を
開講しております。令和4年度もオンライン講座を開催いたします。工業大学らしい
工学系の講座から、建築・デザイン・一般教養まで多種多様な講師陣に学んでみま
せんか。皆さまのご参加をお待ちいたしております。

イベントのご案内

◆会場：Web会議システム
『Zoom(ズーム)』によるオンライン開催
※ZoomおよびZoom（ロゴ）は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における
登録商標または商標です

◆申込み：全講座申込み制
Webサイト上の申込みフォームにて受付いたします
◆参加費：無料
◆詳細：市民公開講座Webサイトをご覧ください

東北工業大学 地域連携センターでは、地域の未来を創造する人材育成を目的とした
「地域未来学」
を開講いたします。東日本大震災の経験に基づく災害伝承や、防災・減災、
まちづくりに関する講座の他、環境課題解決や地域の共生・共存などサスティナブルな
社会構築を考える講座を開講し、
「地域を知り、
未来を見つける」
開かれたまなびの機会を
提供してまいります。オンラインでの開放型講座ですので、
ご興味のある方どなたでも
ご参加いただけます。皆さまのお申込みをお待ちいたしております。

◆会場：Web会議システム
『Zoom(ズーム)』
によるオンライン開催
※ZoomおよびZoom（ロゴ）は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における

お申込みフォームQRコード

登録商標または商標です

※いただいた個人情報につきましては、地域連携センターからの連絡や事務などに限り使用いたします

◆問い合わせ先：東北工業大学 地域連携センター
TEL：022-305-3810
E-mail：rc-center@tohtech.ac.jp

◆申込み：全講座申込み制
Webサイト上の申込みフォームにて受付いたします
◆参加費：無料
◆詳細：地域未来学Webサイトをご覧ください

自然科学

I

電子工学で解き明かす睡眠の謎
辛島 彰洋（東北工業大学 電気電子工学科 准教授）

自分の睡眠がどのくらい不足しているのか知りたい方は多いと思いますが、現代の
科学技術で知ることは困難です。睡眠は”時間”と”質”という２つの要素に分けられ
ますが、質を測定することが難しいからです。本講座では、睡眠の不足が体や脳にどの
ような影響を与えるかについて説明した後、睡眠の質の測定を目指した最新測定技術
を紹介します。

お申込みフォームQRコード
※いただいた個人情報につきましては、地域連携センターからの連絡や事務などに限り使用いたします

◆問い合わせ先：東北工業大学 地域連携センター
TEL：022-305-3810
E-mail：rc-center@tohtech.ac.jp

学生による七夕飾りの制作が進行中！3年振りに開催される仙台七夕まつりでのお披露目が楽しみです♪

自然科学
青葉通一番町駅
青葉通

河井 正（東北工業大学 都市マネジメント学科 教授）

我々は地盤の上で生活しています。家を購入する時にこの場所で良いのかと悩んだ
ことがあるかもしれません。大雨が降った時には，道路が通行止めで通れなかった
経験もあるかもしれません。地震の際はいろいろな土砂災害も発生します。
これらの
様々な地盤リスクを避けるための知識をお話しします。

一番町ロビーのTwitterがあるのをご存知ですか？
1Fギャラリーでの展示企画や、その他のイベント、
日ごろのロビーの様子（ひとりごと）などを日々更新中！
！
！
ぜひ覗いてみてください。
フォローも大歓迎！

2Fホール入口

藤崎

南町通
セブンイレブン
TMビル

イオン

お問い合わせ

イオン

トヨペット

開盛庵

東北工業大学 一番町ロビー

仙台駅

マクドナルド

東二番丁通

生活に密接な地盤リスクのお話

サンモール
一番町

J

東北工業大学 一番町ロビー

TEL. 022-723-0538

〒980-0811
仙台市青葉区一番町1-3-1
（TMビル）
FAX. 022-263-8606
E-mail：lobby@tohtech.ac.jp
http：//www.tohtech.ac.jp/

9月2日
（金）〜9月6日
（火）
D

野外スケッチ会・四季展
野外スケッチ会・四季

2F ホールイベントのご案内
入場／無料

県内の景勝地を中心に野外でのスケッチ活動を会員
14名で行っています。各自の得意とする画材(水彩、
油彩、パステル、色鉛筆)で制作した個性のある作品を
展示いたします。
ご高覧いただければ幸いです。

8月5日
（金）〜8月9日
（火）
A

HALL

生活デザイン学科 オープンゼミ

13：30〜15：00
（土）
8月20日

9月9日
（金）〜9月13日
（火）

E

ナカジマサトシとその仲間
有限会社ジーマデザイン

有限会社ジーマデザインは、設立18年を迎えます。
その間、2014年から2022年までは、一時、ZIMADESIGN
を離れ工大の教員を行い、多くの人達から支えていた
だき今日に至っています。
そこで、
工大での教員の8年間
とZIMADESIGNの18年を振り返り、作品とその経歴を
回想いたします。

特別展「ポンペイ」は、イタリア・ナポリ国立
考古学博物館が誇る、世界屈指のポンペイ
遺物を軸とした展覧会です。美術工芸品の
傑作から日用品まで、噴火によって後世に
残った遺物と研究成果が展示されます。
この
講座では、ポンペイが灰に沈むまでの歴史、
そして発見された後の歴史を辿る「タイム
トラベル」
を試みます。
申込方法

夏 季 休 館

※要事前申込み

ポンペイ展からタイムトラベル

東北工業大学 生活デザイン学科

本学生活デザイン学科では地域に目を向け、福祉、
環境、文化など多岐に渡る分野を対象に活動して
おります。この度、一番町ロビーにて学生の演習や
活動の成果などの他、
日々実施している研究室ゼミを
学生とともに日替わりにて実施いたします。生活デザ
イン学科の「今」
を体感ください。ぜひお気軽にお越し
ください。

定員／20名

聴講ご希望の方は、1名様につき、1講座、1枚の往復はがきに、講座タイトル・
住所・氏名（ふりがな）
・電話番号をご記入のうえ、下記までお申込みください。
なお、応募者多数の場合は抽選となります。抽選結果は申込み締切後、講座
開催日の7日前までに返信用はがきにてご連絡いたします。

8月19日
（金）〜8月23日
（火）
B

夏休み「ブーメラン展」
宮城県ブーメラン協会（事務局：東北工業大学 経営コミュニケーション学科 教授 小祝 慶紀）

飛ばすと手元に戻ってくるブーメラン。
なぜブーメラン
は戻るのか？この仕組みを夏休みの子供たちに知って
ほしいというのが今回の「ブーメラン展」
です。会期中
の土・日曜日には、
「親子ブーメラン教室」
を開催します。
実際に紙ブーメランを作って飛ばしてキャッチする
までを楽しく行います。
■親子ブーメラン教室
【電話での事前申込み制・定員：各回8名】
8/20
（土）
①12：00〜、
②14：00〜、
③16：00〜
8/21
（日）
①12：00〜、
②14：00〜、
③16：00〜
お申込み先：東北工業大学一番町ロビー 022-723-0538

9月16日
（金）〜9月27日
（火） ※9/21（水）、9/22（木）
は休館
F

太平電気株式会社

仙台逍遥

仙台で暮らして40年余り。暇さえあればカメラ片手に、
市内を気ままに歩き続けています。四季折々の街並、
なぜか心惹かれる景観−。
「逍遥」
の合間に撮りためた
膨大な写真を見返してみると、はからずも豊かな
自然と歴史に彩られた100万都市の姿が記録されて
いました。ぜひ仙台の魅力を再発見してください。

TEL：022‒723‒0538

A

B
I

9月30日
（金）〜10月4日
（火）

G

佐瀬 雅行（日本写真家協会会員）

〒980-0811 仙台市青葉区一番町1-3-1（TMビル）

お申込み
東北工業大学一番町ロビー
「まちなか美術講座」係
お問い合わせ先

英国ロンドンの大英博物館に2作品が所蔵されている
郡山出身の画家・廣長威彦。昨年85歳で亡くなるまで
日本各地の民家を中心に、
失われていく日本の原風景を
描き続けました。
自刻・自刷の美しい木版画を中心に、
油彩・水彩と60年の画業をかけ追い求めた、どこか
なつかしく心ふるえる作品の数々をぜひこの機会に
ご覧ください。

8月26日
（金）〜8月30日
（火）
C

失われゆくなつかしき原風景
〜廣長威彦展〜

産業デザイン学科エキスパートデザイン実習A
（映像/3DCG/書体/パッケージ/ポスター課題）成果展示会
篠原 良太（東北工業大学 産業デザイン学科 教授）

産業デザイン学科3年の選択科目である
「エキスパート
デ ザイン計 画 および 同 実 習 A（映 像 / 3 D C G / 書 体 /
パッケージ/ポスター課題）
」の成果展示会を実施します。
それぞれの分野でエキスパートを目指す学生の成果
をご覧ください。
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E
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F

G

H

