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アストル・ピアソラ率いる五重奏団最後のピアニストであるパブロ・シー
グレル（2018年グラミー賞受賞）と国内トップ奏者たちに加え、スペシャ
ルゲストに世界的タップダンサー熊谷和徳を迎える極上ステージ！

えずこプレミアムライブ　アストル・ピアソラ生誕100周年
記念公演　パブロ・シーグレル・ジャズ・タンゴ・アンサンブル

日　時 12月2日(木)　午後7時〜午後8時45分

会　場 えずこホール（仙南芸術文化センター）

料　金
前売り券／一般4,000円　U-24 2,000円
当 日 券／一般4,500円　U-24 2,500円

問合せ えずこホール（仙南芸術文化センター）　☎0224-52-3004

第29回宮城シニア美術展

　高齢者の文化活動として、創作による作品（日本画・洋画・書・写
真・工芸）の募集・展示を通して、ふれあいと生きがいづくりの促進を
目的に開催します。併せて、全国健康福祉祭（ねんりんピック）美術展
部門へ出展する宮城県代表作品を選考するものです。

日　時
12月2日(木)〜12月5日(日)　午前10時〜午後4時30分
最終日終了時刻　午後3時

会　場 宮城県美術館　県民ギャラリー

料　金 入場料無料　作品出展料500円（1作品）

問合せ 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会　☎022-223-1171

ランス美術館コレクション風景画のはじまり　コローから印象派へ

　ランス市（フランス北部）の中心に建つランス美術館は、19世紀絵
画、とりわけ風景画のコレクションが充実しています。本展は、同館が
所蔵する19世紀の画家たちの作品を通じてバルビゾン派から印象派
にいたるフランス近代風景画の展開をたどる展覧会です。

日　時
9月18日(土)〜11月7日(日)　午前9時30分〜午後5時

（発券は午後4時30分まで）

会　場 宮城県美術館

料　金
前売り券／一般1,400円　学生1,200円　小中高生650円
当 日 券／一般1,600円　学生1,400円　小中高生800円

問合せ 宮城県美術館　☎022-221-2111

宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　皇室の名品展
皇室の美－東北ゆかりの品々

　宮内庁三の丸尚蔵館が所蔵する美術工芸品は近代日本美術の貴
重な作品が多く含まれており、本展ではこれらの所蔵作品の中から、
東北地方にゆかりのある品々をはじめ、近代日本画の名品など約50
点を紹介します。

※同時開催の「ランス美術館コレクション風景画のはじまり　コローから印象派へ」の
観覧券でも本展をご覧いただけます。

日　時
9月18日(土)〜11月7日(日)　午前9時30分〜午後5時

（発券は午後4時30分まで）

会　場 宮城県美術館

料　金 一般300円　学生150円　高校生以下無料

問合せ 宮城県美術館　☎022-221-2111

　舞台芸術（演劇・ダンス・身体表現など）で
活躍している方を講師に迎え、学校やホー
ルなど身近な場所で、身体で表現する楽し
さを体験するワークショップを行います。

舞台ワークショップ　

　県内等で活躍している美術家を講師に迎
え、学校や公民館などで自ら作品を作ること
を通して、製作の楽しさを体験し、新たな美
を発見するワークショップを行います。

美術ワークショップ

　県内高校生の文化芸術に係る表現力を育
み、強化するとともに、宮城県の文化芸術の
振興・発展に寄与することを目的とし、様々な
事業を展開します。　

音楽アウトリーチ

　音楽で活躍している芸術家
が学校や施設を訪れ、楽器を奏
でる体験などを参加者に提供
し、音楽を通して楽しいひとと
きを過ごすアウトリーチを行い
ます。また、地域の公共ホール
でのコンサートも実施します。

若手芸術家育成事業

　宮城県芸術選奨を受賞され
た方の作品等を展示します。

みやぎ芸術銀河作品展

秋季特別展「みちのく　武士が愛した絵画」

　武芸に秀でた「武士」たちの周りには、武士の職能や生活上の必要性
から多くの絵画がありました。「文武両道」を求められた武士たちが愛
で、自ら描いた絵画を紹介してその魅力に触れつつ、武士たちにとって
絵画はどのような存在であったのかを探ります。

日　時 10月9日(土)〜12月5日(日)　午前9時30分〜午後5時

会　場 東北歴史博物館

料　金 当日券／ 一般1,000円　シルバー900円　小中高生400円

問合せ 東北歴史博物館　022-368-0106

令和4年１月下旬
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　常任指揮者である飯守泰次郎の指揮で、新進気鋭の若手ピアノ奏
者・小井土文哉を迎え、ブラームスのピアノ協奏曲第2番と交響曲第
2番をお楽しみいただきます。

日　時 10月15日(金)午後7時〜午後9時　10月16日(土)午後3時〜5時

会　場 日立システムズホール仙台・コンサートホール

仙台フィルハーモニー管弦楽団  第349回定期演奏会

仙台フィルハーモニー管弦楽団  第348回定期演奏会

　今話題の指揮者カーチュン・ウォンと、ピアノに上原彩子を迎え、ラ
フマニノフのピアノ協奏曲第2番と、交響曲第2番を取り上げます。壮
大で重厚なラフマニノフの世界をお楽しみいただきます。

日　時 9月18日(土)　午後3時〜午後5時

会　場 仙台銀行ホール イズミティ21・大ホール

　600年の歴史を持つ日本の伝統芸能「狂言」。庶民の日常を題材
に、だれもが身に覚えのありそうな心の動きをおおらかで素直な笑い
とともに表現します。人間国宝・野村万作と多彩に活躍する狂言師・
野村萬斎親子による狂言公演をぜひご覧ください。

笑いの芸術「野村万作・萬斎　狂言公演」

日　時 12月17日(金)　午後7時〜

会　場 東京エレクトロンホール宮城

料　金 前売り券、当日券ともにS席5,100円　A席4,100円　学生席1,000円

問合せ 公益財団法人宮城県文化振興財団　☎022-225-8641

仙台フィルハーモニー管弦楽団  第350回定期演奏会

　指揮に鈴木雅明、ヴァイオリンに第7回仙台国際音楽コンクール
第4位の北田千尋を迎え、メンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」序曲、
モーツァルトのヴァイオリン協奏曲第3番、ベートーヴェンの交響曲
第3番「英雄」をお届けいたします。

日　時 11月19日(金)午後7時〜午後9時　11月20日(土)午後3時〜5時

会　場 日立システムズホール仙台・コンサートホール

前売り券、当日券ともにすべて共通
S席 A席 Z席

5,100円（ユース2,000円） 4,600円（ユース1,500円） 2,000円

仙台フィルハーモニー管弦楽団　特別演奏会
「仙台フィル×山響」合同演奏会

前売り券、当日券ともにすべて共通
S席 A席

4,000円（ユース2,000円） 3,500円（ユース1,500円）

　石巻市の新しいホール「マルホンまきあーとテラス」の開館を祝
い、東北の2つのプロ・オーケストラ、仙台フィルハーモニー管弦楽団
と山形交響楽団の合同演奏をお届けします。指揮は、仙台フィル桂冠
指揮者のパスカル・ヴェロ、語りに林家たい平を迎え、ラヴェルのボ
レロなどをお楽しみいただきます。

日　時 11月27日(土)　午後3時〜午後5時

会　場 マルホンまきあーとテラス・大ホール

※ユースは、演奏会当日に25歳未満の方。
※定期演奏会では、シルバー割引、車いす割引等があります。詳しくは仙台フィルまで。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の予定より出演者を一部変更しております。

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団　☎022-225-3934

問合せ

　当ホールは世界でも類例のない、残響音が約4秒間続くガラス張り
のコンサートホールです。渋澤久美のアレンジを加えたクリスマスナ
ンバーをお楽しみください。
　また、新たな試みとしてパイプオルガンの連弾を取り入れ、お客様
に新感覚のパフォーマンスを提供いたします。

渋澤久美クリスマスパイプオルガンコンサート　

日　時 12月4日(土)　午後4時〜午後6時

会　場 白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ）

料　金
前売り券／2,000円　当日券／2,500円
U-24 前売り券、当日券ともに1,000円

問合せ
白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ）　
☎0224-22-1290

※未就学児入場不可

　町内の芸術文化協会加盟団体や公民館自主サークル、並びに一般
町民が日頃の文化活動の成果を披露する恒例の行事です。

日　時
11月2日(火)〜11月3日(水・祝)
午前9時〜午後3時30分（3日は午後3時まで）

会　場 涌谷公民館

料　金 無料

問合せ 涌谷町芸術文化協会　☎0229-43-3001

第45回涌谷町町民文化祭

　一般の方の幅広い芸術活動の発表の場として、美術館スタイルで
美術や書、写真等の作品展示を週替りで行います。なお、今年度はパ
フォーマンス発表は行いません。

日　時 9月23日(木)〜10月31日(日)　午前9時30分〜午後5時

会　場 リアス・アーク美術館

料　金 無料

問合せ リアス・アーク美術館　☎0226-24-1611

新！方船祭2021

　宮城県民による文化活動を広く全県的な規模で発表する場を提供
し、県民相互の融和と交流を深め、県民文化の更なる発展と振興を
図るとともに、開催地域の一層の芸術文化の向上を目指します。

日　時 11月3日(水・祝)〜11月4日(木)　午前10時〜午後3時

会　場 マルホンまきあーとテラス

料　金 無料

問合せ 宮城県文化協会連絡協議会　☎0220-22-2173

第24回みやぎ県民文化祭
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　宮城県芸術祭は、公益社団法人宮城県芸術協会等の主催事業として、宮城県の芸術文化の振興と発展を目的に昭和３９年から開催され、
今年で58回目を迎えます。
　毎年、優れた芸術活動の数々が発表され、絶好の芸術文化の鑑賞機会として定着しており、県内でも最大級の文化催事となっています。
今年も、意欲的な美術作品の展示やステージ発表等を予定していますので、是非、ご来場ください。

第58回宮城県芸術祭

事業名 期　日 会　場 入場料・参加費等

華道展 9月25日（土）〜9月28日（火） せんだいメディアテーク5F

入場料500円

書道展 9月25日（土）〜9月28日（火） せんだいメディアテーク5F・6F

写真展・フォトサミットin Sendai 2021 10月2日（土）〜10月5日（火） せんだいメディアテーク5F

絵画展（公募の部） 10月2日（土）〜10月5日（火） せんだいメディアテーク6F

彫刻展・彫刻公募展 10月2日（土）〜10月5日（火） せんだいメディアテーク6F

絵画展 10月9日（土）〜10月12日（火） せんだいメディアテーク5F・6F

工芸展 10月28日（木）〜11月1日（月） TFUギャラリーミニモリ

第41回音楽コンクールガラコンサートvol.5 9月26日（日） 仙台銀行ホール イズミティ21 入場料1,000円

文学散歩 10月7日（木） 石巻方面 参加費　14,000円

「宮城県文芸年鑑」発行 10月15日（金） 定価1,000円

文芸祭 10月23日（土） 東京エレクトロンホール宮城 入場無料

音楽会 11月12日（金） 日立システムズホール仙台 入場料1,000円

第42回音楽コンクール
◦ピアノ部門
◦ヴァイオリン部門

予選：令和4年2月13日（日）
本選：令和4年3月13日（日）

日立システムズホール仙台

参加費（予選、本選）
◦ピアノ部門〈A、B〉、ヴァイオリンともに
　初級……7,000円　　中級……8,000円
　上級 … 10,000円

〈本選のみ〉
　◦きらきら星………………7,000円
　◦ツィゴイネルワイゼン…15,000円

書 道

　日本最大規模の公募書道展「毎日書道展」の地方巡回展です。宮
城・岩手・青森の書家の作品とともに、全国クラスの評価を受けた作
品も展示します。東北地方では質・量ともトップクラスの書道展です。

日　時 9月10日(金)〜9月15日(水)　午前10時〜午後6時

会　場 せんだいメディアテーク

料　金 一般500円　　大学生以下・70歳以上無料

問合せ 毎日新聞仙台支局　☎022-222-5972

第72回毎日書道展東北仙台展

公益社団法人宮城県芸術協会　☎022-261-7055　問合せ

日　時 10月13日(水)〜10月24日(日)　午前10時〜午後5時

会　場 大崎市民ギャラリー緒絶の館

料　金 無料

問合せ 大崎市教育委員会　☎0229-21-1466

　大崎市の伝統工芸品である竹細工から竹を使った現代美術作品
まで、さまざまな竹による表現を紹介する展覧会です。

たけ・くらべ　～竹の造形／伝統工芸から現代美術まで～

工 芸

日　時 11月14日(日)　午前10時〜午後4時40分

会　場 瑞巌寺、松島町文化観光交流館

料　金
入場料 無料 
事前投句3句1組 1,000円　当日投句1句1組 1,500円

問合せ 宮城県俳句協会松島芭蕉祭事務局　☎022-392-2459

　第67回松島芭蕉祭並びに全国俳句大会が開催されます。芭蕉忌
法要は午前10時から国宝瑞巌寺本堂で修されます。午後1時から
は松島町文化観光交流館において、俳句大会が行われます。

第67回松島芭蕉祭並びに全国俳句大会

日　時 10月17日(日)〜　午後1時30分〜午後3時

会　場 オンライン配信

料　金 投句料　兼題の部3句1組　1,000円

問合せ 「壺の碑」全国俳句大会事務局　☎022-365-0492

　松尾芭蕉は「壺の碑」を訪れ「羈旅の労をわすれて泪も落るばかり
也」と『おくのほそ道』に記しています。今年は、新型コロナウイルス感
染症拡大防止のためオンラインにて入選句発表・選評を行います。

第28回「壺の碑」全国俳句大会
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日　時 10月31日(日)　午後1時30分〜午後3時30分

会　場 多賀城市民会館大ホール

料　金 無料

問合せ 多賀城市　☎022-368-1141（内線261・262）

　市制施行50周年を迎える多賀城市。市民及び多賀城に関わりが
ある人から歌い手を募集し、これまでの50年を振り返りながら、いつ
も私たちの身近にある歌と音楽で、これからの希望を奏でます。

『時を彩るみんなの音楽祭』
～昭和・平成・令和を振り返る多賀城の50年～

日　時 令和4年2月12日(土)　午後6時〜午後7時

会　場 七ヶ浜国際村ホール

料　金 前売り券、当日券ともに全席指定500円

問合せ 七ヶ浜国際村　☎022-357-5931

　国内有数の管弦楽団である仙台フィルハーモニー管弦楽団によ
る演奏会を開催します。演奏者の表情、手元までご覧いただける、
七ヶ浜国際村ホールならではの演奏会をお楽しみください。

令和3年度宮城県地方音楽会
仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏会

音 楽

　宮城県内にお住まいの方々から応募されました作品の中から、写
真評論家「飯沢耕太郎氏」による審査で選出されました入賞作品を
県民共済ホームページ・写真展パンフレットに掲載します。

日　時 10月1日（金）〜

問合せ 宮城県民共済生活協同組合　☎022-374-4588

2021年度県民共済写真展

写 真

　七ヶ浜町民が、劇団四季でも活躍した梶賀千鶴子氏をはじめとす
るプロのクリエイティブスタッフとともに本格的な舞台を作り上げま
す。七ヶ浜ならではのミュージカルをお楽しみください。

日　時
11月13日(土)：午後6時〜午後7時30分
11月14日(日)：①午前11時〜午後0時30分   ②午後3時〜午後4時30分

会　場 七ヶ浜国際村ホール

料　金 前売り券、当日券ともに全席指定大人2,000円　U23 1,500円

問合せ 七ヶ浜国際村　☎022-357-5931

NaNa5931（ななごーきゅーさんいち）
オリジナルミュージカル公演

　登米市内及び近隣の小中高生を中心に構成する劇団のミュージ
カル公演。学校生活に悩みを抱える3人の中学生が時間を越えて青
い鳥を探す旅に出かけ、心の声（メロディー）と向き合う物語です。

日　時
10月（予定）
詳細は登米祝祭劇場HP等でお知らせします。

会　場 登米祝祭劇場大ホール

料　金
前売り券　大人1,000円　小中高生500円　未就学児200円 
　　　　　大人・小中高生ペア1,300円（前売り券のみ） 
当 日 券　大人1,200円　小中高生500円　未就学児200円

問合せ 公益財団法人登米文化振興財団　☎0220-22-0111

芸術文化振興基金助成事業　結成20周年記念　
劇団ドリーム☆キッズ
第19回ミュージカル公演　my Melody（マイメロディー）♪
～大空高く飛んでいけ！～

演 劇
　多賀城跡に自生する椿と市木である山茶花をテーマとした琳派作
品の展示です。尾形光琳など江戸時代の絵師をはじめ、横山大観や竹
久夢二など近代の絵師たちの作品も展示しますのでお見逃しなく。

日　時 11月1日(月)〜11月30日(火)　午前9時〜午後9時30分

会　場 多賀城市立図書館3階ギャラリー

料　金 無料

問合せ 多賀城市　☎022-368-1141（内線261・262）

史都多賀城の椿と山茶花展

　硝子、陶片、古木、古金属などの「素材」が転化された作品は、これ
までとは全く違う世界を見せてくれます。素材の持つ多様な面白さに
触れてください。

日　時 9月4日(土)〜10月3日(日)　午前10時〜午後4時

会　場 大衡村ふるさと美術館

料　金 一般200円　高校・大学生150円　小・中学生100円

問合せ 大衡村ふるさと美術館　☎022-345-0945

大衡村ふるさと美術館企画展　森敏美作品展「素材の面白さ」

　銅版を叩き、そこに浮かび上がる精巧であり迫力ある作品。3人の
銅版作家の作品を一同に展示します。固い金属から浮かび上がる曲
線が作り出すやわらかさ、直線が生む力強さを堪能ください。

日　時
10月16日(土)〜11月14日(日)
午前10時〜午後4時　11月からは午前9時30分〜午後3時30分

会　場 大衡村ふるさと美術館

料　金 一般200円　高校・大学生150円　小・中学生100円

問合せ 大衡村ふるさと美術館　☎022-345-0945

大衡村ふるさと美術館企画展

　洋画、日本画、書道の一般公募展です。今年で第74回を迎えます。
県内では河北展に次ぐ歴史ある美術展であり、美術を志す新人作家
の登竜門としての役割を担い、多くの芸術家を輩出しています。

日　時 11月9日(火)〜11月14日(日)
午前10時〜午後6時（13日は午後5時、14日は午後3時まで）

会　場 塩竈市生涯学習センター「ふれあいエスプ塩竈」

料　金 無料

問合せ 塩竈市美術展実行委員会事務局　☎022-365-3341

第74回塩竈市美術展

美 術



このイベントガイドは12,500部作成し、

1部当たりの印刷単価は17.52円です。

　芸術銀河（みやぎ県民文化創造の祭典）とは、優れた文化芸術の
鑑賞と発表の機会を充実しながら、県内各地で開催される文化芸
術活動を総合的に結びつけることで、みやぎらしい創造的な文化芸
術圏の創出を目的に、宮城県が平成９年度から開催している文化
事業です。
　９月から１１月を中心に通年で実施し、本県の代表的な文化芸術
事業を、実行委員会の主催事業、共催事業、そして協賛事業として

県内各地で実施しています。より多くの方々に、様々な形で御参加
いただき、みやぎらしい個性が光輝く銀河のような文化芸術事業を
みんなで創り上げたいと考えています。
　『芸術銀河』は、みやぎ県民文化創造の祭典の愛称を全国に公募し
て決定されたものです。宮城県の七夕、光のページェント等、星のき
らめくイメージに加え、芸術家が文化芸術活動で輝きあう姿が、夜空
に大河をつくる銀河のイメージに重なることから名付けられました。

芸術銀河（みやぎ県民文化創造の祭典）

9月 4日(土)〜10月3日(日) 大衡村ふるさと美術館企画展　森敏美作品展「素材の面白さ」

10日（金）〜15日(水） 第72回毎日書道展東北仙台展

18日（土） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第348回定期演奏会

18日（土）〜11月7日（日） ランス美術館コレクション風景画のはじまり　コローから印象派へ

18日（土）〜11月7日（日） 宮内庁三の丸尚蔵館所蔵　皇室の名品展　皇室の美－東北ゆかりの品々

23日(木)〜10月31日(日) 新！方船祭2021

25日（土）〜令和4年3月13日(土） 第58回宮城県芸術祭

10月 1日（金） 2021年度県民共済写真展

9日（土）〜12月5日（日） 秋季特別展「みちのく　武士が愛した絵画」

13日（水）〜24日(日） たけ・くらべ　〜竹の造形／伝統工芸から現代美術まで〜

15日（金）〜16日（土） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第349回定期演奏会

16日（土）〜11月14日(日） 大衡村ふるさと美術館企画展

17日（日） 第28回「壺の碑」全国俳句大会

中旬 芸術文化振興基金助成事業　結成20周年記念　劇団ドリーム☆キッズ　
第19回ミュージカル公演　my Melody（マイメロディー）♪　〜大空高く飛んでいけ！〜

31日（日） 『時を彩るみんなの音楽祭』　〜昭和・平成・令和を振り返る多賀城の50年〜

11月 1日（月）〜30日(火） 史都多賀城の椿と山茶花展

2日（火）〜3日(水・祝） 第45回涌谷町民文化祭

3日（水・祝）〜4日(木） 第24回みやぎ県民文化祭

9日（火）〜14日(日） 第74回塩竈市美術展

13日（土）〜14日(日） NaNa5931（ななごーきゅーさんいち）オリジナルミュージカル公演

14日（日） 第67回松島芭蕉祭並びに全国俳句大会

19日（金）〜20日（土） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第350回定期演奏会

27日（土） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　特別演奏会「仙台フィル×山響」合同演奏会

12月 2日（木） えずこプレミアムライブ　アストル・ピアソラ生誕100周年記念公演
パブロ・シーグレル・ジャズ・タンゴ・アンサンブル

2日（木）〜5日（日） 第29回宮城シニア美術展

4日（土） 渋澤久美クリスマスパイプオルガンコンサート

17日（金） 笑いの芸術「野村万作・萬斎　狂言公演」

令和4年1月 下旬 みやぎ芸術銀河作品展

令和4年2月 12日（土） 令和3年度宮城県地方音楽会　仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏会

芸術銀河イベントスケジュール 主催事業 共催事業 協賛事業

新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休館など記載内容に変更が生じる場合があります。
最新の情報については、各施設・主催者にお問い合わせください。


