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挨　　拶

みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会では，県及び関連団体との連携・協力により，平成９年度から

「みやぎ県民文化創造の祭典（愛称：芸術銀河）」を開催し，県民の皆様が優れた文化芸術に親しんで

いただける機会を設けるとともに，県内各地で開催される創造的な文化芸術の取組を支援しています。

令和３年度は，市町村，文化団体等の御協力をいただきながら，身近なところで気軽に参加できる

美術，舞台芸術などの体験型ワークショップや，生演奏を間近で体験できる音楽アウトリーチ，文化

部で活動する高校生を支援する「みやぎの高校生　文化芸術表現力強化対策事業」，宮城県芸術選奨受

賞者の作品を展示する「みやぎ芸術銀河作品展」などを開催いたしました。また，新型コロナウイル

ス感染症の影響により中止や延期を余儀なくされている文化芸術活動の再開・継続を支援するため「芸

術銀河・文化芸術活動再開支援事業」を実施し，コロナ禍における文化芸術活動に対する支援事業を

展開いたしました。

このような取組により，令和３年度の芸術銀河への参加者総数は，共催事業・協賛事業を含め，延べ

２１万人となりました。

現在，新型コロナウイルス感染症による影響が長引く中で，文化芸術活動の再開と十分な感染症対

策の両立が求められており，その活動を支える取組が必要となっています。また，様々な社会不安に

対する心のケアやコミュニティの再生においても，人々に感動や精神的な安らぎをもたらす文化芸術

は必要不可欠な役割を担っています。

当実行委員会といたしましては，今後とも，より多くの方々に文化芸術に触れていただけるよう，

各種施策を進めてまいりますので，引き続き皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。

結びに，本祭典の開催に当たり，御協力をいただきました多くの関係者の皆様に深く感謝を申し上

げます。

　令和４年１０月

� みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会

� 会　長　　村　井　嘉　浩
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みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2021

主

催

事

業

舞台ワークショップ
　普段は演劇やダンスなどの舞台芸術に触れる機会の少ない方々に，体で表現する楽しみやコミュニケーションの大切さを
実感しながら舞台芸術に親しんでいただくため，アーティストを講師としたワークショップを開催しました。

楠原竜也とダンスであそぼ！多賀城ウサギニンゲン劇場
音と映像がおりなすスペシャルステージ

WAKU☆WAKU☆舞台スタッフ体験2021 かくだ田園ホール寄席 スズキ拓朗と色んな動きで表現してみよう！

舞台スタッフ・ラボ2021

ダンスミュージカル講座（名取が丘）指導

舞台ワークショップ市町村事業
開催日 会場 ワークショップ名 講師名 市町村 主催者 参加人数

9月1日（水）〜
2月1日（火）

川崎町立川崎小学校
大河原町立大河原小学校
村田町立村田小学校

楠原竜也とダンスであそぼ！ 楠原　竜也
ISOPP

川崎町
大河原町
村田町

えずこ芸術のまち創造
実行委員会
仙南地域広域行政事務
組合教育委員会

106

9月13日（月）〜
12月20日（月） 名取市文化会館 ダンスミュージカル講座

（那智が丘）指導 朝日　陽子 名取市 那智が丘こどもミュー
ジカル実行委員会 226

9月16日（木）〜
12月20日（月） 名取市文化会館 ダンスミュージカル講座

（名取が丘）指導 朝日　雅宏 名取市 名取が丘こどもミュー
ジカル実行委員会 247

9月17日（金） 多賀城駅北ビルA棟
多賀城ウサギニンゲン劇場
音と映像がおりなすスペシャ
ルステージ

usaginingen 多賀城市
多賀城市立図書館
指定管理者カルチュ
ア・コンビニエンス・
クラブ株式会社

24

10月15日（金） 角田市市民センター かくだ田園ホール寄席 六華亭遊花 角田市 角田市教育委員会 123

11月23日（火）〜
1月30日（日） 多賀城市民会館 WAKU☆WAKU☆舞台 

スタッフ体験2021

渡辺　祥子
松崎　太郎
梅内　久仁生
藤野　　準

多賀城市
多賀城市文化センター
指定管理者JM共同事
業体

269

11月25日（木）〜
11月27日（土）

角田市横倉小学校
角田市角田小学校
大河原町桜保育所

スズキ拓朗と色んな動きで 
表現してみよう！ スズキ拓朗 角田市

大河原町

えずこ芸術のまち創造
実行委員会， 
仙南地域広域行政事務
組合教育委員会

150

2月5日（土）〜
2月20日（日） 宮城野区文化センター 舞台スタッフ・ラボ2021

（有）舞台監
督工房
石井　忍
ほか

仙台市 （公財）仙台市市民文化
事業団，仙台市 386

ダンスミュージカル講座（那智が丘）指導
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主

催

事

業

絵画ワークショップ　〜油彩編〜こども探偵事務所「ざくろの実を調査」flower art museum絵画の中の花を組む

美術ワークショップ市町村事業
　県内で活躍する芸術家を講師に，ワークショップ等の体験型講習会を開催し，自ら作品を制作・表現することを通じて，
文化芸術活動への関心を高め，新たな美術愛好者層の拡大を図ることを目的として開催しました。

美術ワークショップ市町村事業
開催日 会場 ワークショップ名 講師名 市町村 主催者 参加人数

9月9日（木） 宮城県南郷高等学校 漆の文化を学び作品を作ろう 佐藤　建夫 美里町 宮城県南郷高等学校 36

10月17日（日）
11月21日（日） 塩竈市杉村惇美術館 こども探偵事務所 

「ざくろの実を調査」 吉田　愛美 塩竈市 塩竈市杉村惇美術館 37

11月28日（日） 塩竈市杉村惇美術館 flower art museum  
絵画の中の花を組む 大塚　のぞみ 塩竈市 塩竈市杉村惇美術館 18

12月5日（日） 蔵王町ふるさと文化会館
（ございんホール）

加川広重アートプロジェクト 
vol.6　巨大絵画を描こう 加川　広重 蔵王町 蔵王町教育委員会 30

1月15日（土）〜
2月5日（土） 登米祝祭劇場 絵画ワークショップ 

〜油彩編〜
亀井　陽逸
亀井　武宏 登米市 （公財）登米文化振興 

財団 70

加川広重アートプロジェクトVol.6 
巨大絵画を描こう

漆の文化を学び作品を作ろう
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みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2021

主

催

事

業

美術ワークショップ普及事業
　県民に広く芸術に触れる機会を提供するため，ビルド・フルーガスによる講師派遣により，ワークショップ体験参加型事
業の普及促進を図りました。

美術ワークショップ普及事業
開催日 会場 ワークショップ名 講師名 市町村 参加人数

8月〜10月 東部南部地域包括セン
ター 施設をPRするチラシづくり 本田　翔子 塩竈市 23

8月13日（金） 塩竈市立第一小学校
玉川小学校児童クラブ

醤油のオリ（澱）で大きな木を
描こう 一関　恵美 塩竈市 51

8月14日（土） 多賀城市立図書館 Coppa（木っ端）でカタチを
つくろう 佐野　美里 多賀城市 21

10月9日（土） あすと長町第二市営住宅
（災害公営住宅）集会所

海のアクリルチャーム&乾漆
ブローチづくり Fab lab Sendai-FLAT 仙台市 16

11月7日（日） 本町くるくる広場 コラージュネクタイをつくろう ビルド･フルーガス 塩竈市 68

11月19日（金）〜
1月17日（月）

塩竈市立月見ヶ丘小学校
塩竈市立第三小学校
塩竈市立第一小学校
塩竈市立杉の入小学校
塩竈市立第二小学校

リズムにあわせて身体を動か
そう 段家　亜紀子 塩竈市 208

11月21日（日）
12月18日（土）

角田市民センターミー
ティングルーム

みんなでつくろう！ひかりの
はこ in かくだ 松村　泰三 角田市 251

1月21日（金）〜
2月5日（土） 利府春日地域 原土の採取から粘土づくり 工藤　玲那 利府町 9

2月11日（金） 多賀城市市民活動サポート
センター

親子でつくろう！キラキラ光
る防災バッグづくり すがわら　じゅんいち 多賀城市 21

3月20日（日） 書ギャラリー親かめ子かめ 反古紙をつかって起き上がり
小法師をつくろう 丹野　萩逕 仙台市 10

3月23日（水） JOCA東北
木の声と手の記憶にふれる
〜グリーンウッドワーク
ショップ〜

かんぷうざわ雑貨店
（ブリコラージュ・ソシアル・ワー
クス）

仙台市 11

3月26日（土） 秋保の杜佐々木美術館&
人形館

人形について考え、お気に入
りの人形を描き、話しあう

福田　　一実
佐々木　克真 仙台市 8

3月28日（月） 松島カフェロマン１階
及び展望スペース 身体でなぞる、とらえる風景画 川畑　えみり

福田　　美里 松島町 17

3月29日（火） 七ヶ浜町子育て支援セン
ター

七ヶ浜パーツでつくるマイ
ダーツ

Fab lab Sendai-FLAT
小野寺　志乃 七ヶ浜町 21

醤油のオリ（澱）で大きな木を描こう七ヶ浜パーツでつくるマイダーツ 身体でなぞる、とらえる風景画
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主

催

事

業

音楽アウトリーチ市町村事業
　アーティストを講師に，生演奏を間近で体験できるアウトリーチを実施し，普段はなかなか触れることのできない楽器の
面白さや音楽の魅力を伝え，音楽愛好者層の拡大を図りました。また，地域の公共ホール等で講師による芸術性の高いコン
サートを開催しました。

音楽アウトリーチ市町村事業
開催日 会場 ワークショップ名 講師名 市町村 主催者 参加人数

10月12日（火）〜
10月15日（金）

柴田町船岡小学校
角田市西根小学校
大河原町金ヶ瀬小学校
丸森町舘矢間小学校
川崎町富岡小学校

クラシック音楽　
きらめく！フルートの七変化

荒川　　洋
中側　賢一

柴田町
角田市
大河原町
丸森町
川崎町

えずこ芸術のまち創造
実行委員会 281 

10月21日（木）〜
11月1日（月）

宮床小学校
吉田小学校
吉岡小学校
落合小学校

クラシック音楽　
杜のピアノ三重奏団『ピアノ
三重奏で洋々な曲を聴いてみ
よう』

叶　　千春
塚野　淳一
杉元　　太

大和町 大和町文化振興協会 247 

11月8日（月）〜
11月10日（水）

大河原町大河原中学校
えずこホール
柴田町柴田小学校
角田市藤尾小学校

クラシック音楽　
声楽ってすごい！カラダが楽
器になるよ！

村上　敏明
中川　賢一

大河原町
柴田町
角田市

えずこ芸術のまち創造
実行委員会 454 

12月9日（木） 大郷小学校
クラシック音楽　
ヴァイオリン、フルート、ソ
プラノ、ピアノの合奏鑑賞

仙台室内 
合奏団 大郷町 大郷町 425 

2月12日（土） 角田市田園ホール クラシック音楽　
光の回廊を巡る音の旅

（一財）陽だ
まりハーモ
ニー

角田市 角田市 227 

2月16日（水）〜
3月14日（月）

多賀城市文化センター
多賀城市立図書館
高橋地区生活センター
すくっぴー広場

クラシック音楽　
文化センター × 山響アウト
リーチプロジェクトin多賀城

山形交響 
楽団 多賀城市

多賀城市文化センター
指定管理者ＪＭ共同事
業体

198 

声楽ってすごい！カラダが楽器になるよ！ヴァイオリン、フルート、ソプラノ、ピアノ
の合奏鑑賞

杜のピアノ三重奏団
『ピアノ三重奏で洋々な曲を聴いてみよう』
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みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2021

主

催

事

業

音楽アウトリーチ普及事業
　県内のアーティストの育成及び支援を目的として，県内で活動しているアーティストを派遣し，演奏会等を開催しました。

音楽アウトリーチ普及事業
開催日 会場 出演者 市町村 参加人数

11月1日（月） 登米市立登米小学校 大岩　　千華
佐藤　瑛利子 登米市 32

11月12日（金） 大崎市立東大崎小学校 マリンピア 大崎市 27

11月15日（月） 登米市立錦織小学校 マリンピア 登米市 33

11月18日（木） 気仙沼市立鹿折小学校 木村　麻衣子
阿部　　玲子 気仙沼市 37

11月22日（月） 登米市立新田小学校 ムジカノヴァ 登米市 62

11月29日（月） 川崎町健康福祉センター
阿部　玲子
宮地　夏海
吉岡　知広

川崎町 26

12月1日（水） 大崎市立三本木小学校 仙台木管五重奏団 大崎市 57

12月7日（火） 大崎市立沼部小学校 Sendai Saxophone Quartet 大崎市 50

12月14日（火） 蔵王町立平沢小学校 民族歌舞団ほうねん座 蔵王町 32

12月15日（水） 多賀城市鶴ヶ谷児童館 長谷川　康
東　　歩美 多賀城市 28

12月20日（月） 川崎町立川崎第二小学校 杜の弦楽四重奏団 川崎町 48

12月21日（火） 山元町立山下第一小学校 長谷川　康
東　　歩美 山元町 34

1月18日（火） 気仙沼市立大谷小学校
櫻井　　　希
田原　　さえ
佐藤　こずえ

気仙沼市 23

1月19日（水） 栗原市立鶯沢小学校 渡辺　文江 栗原市 33

1月28日（金） 登米市立米岡小学校 トレシス 登米市 23

1月31日（月） 東松島市立矢本西小学校
櫻井　　　希
田原　　さえ
佐藤　こずえ

東松島市 10

多賀城市鶴ケ谷児童館

栗原市立鴬沢小学校

蔵王町立平沢小学校

気仙沼市立鹿折小学校

大崎市立東大崎小学校

川崎町健康福祉センター
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主

催

事

業

こどものための舞台芸術見本市（県域事業）企画運営業務
　県内の子どもたちや，学校・保育園などの施設職員の方々に舞台芸術の豊かさに触れてもらい，アウトリーチ活動の推進
と理解を深めてもらうことを目的に開催しました。鑑賞型ショーケースと参加型ワークショップのプログラムをオンライン
配信で実施しました。

日　程：令和４年３月30日（水）
企　画：ARCT

芸術銀河・文化芸術活動再開支援事業
　新型コロナウイルス感染症の影響により中止や延期を余儀なくされている文化芸術活動の再開・継続を支援するため，県
内の芸術団体又は芸術家が感染症対策を適切に講じた上で開催する公演等の活動に対し，補助を行いました。

芸術銀河・文化芸術活動再開支援事業
開催日 会場 公演名 事業 主催者 参加者・視聴者数
12月25日（土） 
配信：3月1日（火）〜

仙台市市民活動 
サポートセンター

MECP Christmas concert 
2021

オンライン
活用事業 特定非営利活動法人スロコミ 74

1月16日（日） 
配信：2月2日（水）

仙台市太白区文化
センター

明日へ！７thコンサート 
〜ピアノ三昧！〜

オンライン
活用事業 (一社）ミュージックプロデュースMHKS 63

2月13日（日） 
配信：3月4日（金） N-oval音楽サロン 王様のコンサートⅨ 

〜バレンタインに音楽を！〜
オンライン
活用事業 (一社）ミュージックプロデュースMHKS 34

3月6日（日） 
配信：3月23日（水） N-oval音楽サロン

田原さえの世界in N-oval 
〜 Aimez-vous Chopin?
ショパンはお好き？〜

オンライン
活用事業 (一社）ミュージックプロデュースMHKS 40

3月21日（月） 
配信：3月27日（日） ゼビオアリーナ DANCEEXPO2022

（ダンスエクスポ2022）
オンライン
活用事業 DANCEX実行委員会 728

3月26日（土）〜 
27（日） STUDIO FIVE B-CREWオンラインライブ オンライン

活用事業 小野寺　友美 249

地域文化発信支援事業（地域芸能等現況調査実施業務）
　様々な社会情勢により活動の中止や縮小を余儀なくされている地域芸能について，今後の支援のあり方を検討するため，
県内の地域芸能団体の現況や抱えている課題についての調査及び調査結果についての分析を行いました。

■アンケート送付数，回答数

アンケート送付数 回　　答　　数
回答率

指 定 無 形 民 俗 
文化財保持団体

未 指 定 の 地 域 
芸能等活動団体 送付合計 指 定 無 形 民 俗 

文化財保持団体
未 指 定 の 地 域 
芸能等活動団体 回答合計

沿岸部 61 57 118 51 40 91 77.1%

内陸部 143 44 187 111 24 135 72.2%

県全体 204 101 305 162 64 226 74.1%

8



みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2021

主

催

事

業

みやぎ芸術銀河作品展（令和３年度宮城県芸術選奨受賞者作品展）

主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会，宮城県
開催日：令和４年１月24日（月）～30日（日）
場　所：東京エレクトロンホール宮城　501・502展示室

　本県で活躍する芸術家を顕彰する宮城県芸術選奨。令和３年度宮城県芸術選奨受賞者の作品等を展示しました。

作品出品者

□宮城県芸術選奨受賞者
安彦　文平（美術・洋画）／村山　耕二（美術・工芸）／太田　蓮紅（美術・書）／福島　隆嗣（美術・写真）／ 
劇団 どんちょうの会（演劇）

□宮城県芸術選奨新人賞受賞者
菊地　聡太朗（美術・彫刻）／浅川　芳直（文芸）／會田　瑞樹（音楽）／刈谷　円香（舞踊）／我妻　和樹（メディア芸術）

安彦　文平

太田　蓮紅

劇団 どんちょうの会

村山　耕二

福島　隆嗣

菊地　聡太朗
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主

催

事

業

浅川　芳直

刈谷　円香

會田　瑞樹

我妻　和樹
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みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2021

主

催

事

業

みやぎの高校生　文化芸術表現力強化対策事業
　県内高校生の表現力を育み，強化するため，講習会等を開催しました。

主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会，宮城県高等学校文化連盟
開催日：令和３年５月29日（土）～12月24日（金）
場　所：宮城県内各地

吹奏楽
開催日 会場 企画名 参加人数
11月7日(日) 宮城県仙台第三高等学校 第９回高校生のための吹奏楽部運営講座 112

器楽・管弦楽
開催日 会場 企画名 参加人数
10月2日(土) 松島町文化観光交流館 マンドリン合奏講習会 47
11月3日(水) 尚絅学院中学・高等学校 管弦楽楽器別講習会 124
12月18日(土) 聖和学園高等学校 ギター合奏講習会（高校生ギターフェスタ2021） 55

自然科学
開催日 会場 企画名 参加人数
7月4日(日) 東京エレクトロンホール宮城 第１回生徒研修会 146
12月24日(金) 仙台銀行ホールイズミティ21 第２回生徒研修会兼全国総文祭最終選考会 102

文芸
開催日 会場 企画名 参加人数
10月22日(金) 東京エレクトロンホール宮城 宮城県高等学校総合文化祭文芸部門 144

吟詠剣詩舞
開催日 会場 企画名 参加人数
5月29日(土)

古川黎明高等学校 強化練習会

11
6月30日(水) 11
7月3日(土) 11
7月10日(土) 13
7月14日(水) 13
7月17日(土) 8
7月22日(木) 8
7月30日(金) 7
8月5日(木) 5
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共

催

事

業

共催事業
　県やその他の関係機関が行う本祭典の趣旨に沿った事業を共催事業として実施しました。

東北文化の日
　10月の最終土曜日とその翌日の日曜日を「東北文化の日」とし，東北６県が協力して文化に関す
る情報を一体となって発信しています。東北６県の美術館・博物館等の文化施設の無料（割引）展示
や文化祭などの各種イベントを行うとともに，イベントガイドを発行しました。

期間：10月30日（土）～11月28日（日）までを中心とした約１ヶ月間
主催：�「東北文化の日」推進委員会（青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県，仙台市）
共催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会

仙台フィルハーモニー管弦楽団　第348回定期演奏会・第349回定期演奏会・第350回定期演奏会
　今話題の指揮者であるカーチュ
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，交響曲第2番を取り上げま
した。

期間：9月18日（土）　
会場： 仙台銀行ホール・イズミティ21
主催： （公財）仙台フィルハーモニー

管弦楽団

　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で
ある小井土文哉を迎え，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した。

期間：10月15日（金）〜16日（土）
会場： 日立システムズホール仙台・

コンサートホール
主催： （公財）仙台フィルハーモニー

管弦楽団

　指揮に鈴木雅明，ヴァイオリンに
北田千尋（第7回仙台国際音楽コン
クール第4位）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」をお届けしました。

期間：11月19日（金）〜20日（土）
会場： 日立システムズホール仙台・

コンサートホール
主催： （公財）仙台フィルハーモニー

管弦楽団

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

期間：9月18日（土）〜11月7日（日）
会場：宮城県美術館
主催：宮城県美術館，河北新報社，東日本放送
　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おり，同館が所蔵する画家た
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を開催しました。

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

期間：9月18日（土）〜11月7日（日）
会場：宮城県美術館
主催：宮城県美術館，宮内庁
　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
する展覧会を開催しました。

秋期特別展　「みちのく　武士が愛した絵画」

期間：10月9日（土）〜12月5日（日）
会場：東北歴史博物館
主催：東北歴史博物館
　みちのく武士たちが自ら愛で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る特別展
を開催しました。

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

期間：11月27日（土）　　
会場：マルホンまきあーとテラス　
主催：（公財）仙台フィルハーモニー管弦楽団
　東日本大震災から10年目の節目となる2021年に被災地・石巻市に開
館した「まきあーとテラス」。仙台フィル桂冠指揮者のパスカル・ヴェ
ロの指揮で，東北の2つのプロ・オーケストラである仙台フィルと山形
交響楽団が合同演奏によって開館を祝い，復興に向かい続ける東北に
エールを送る公演となりました。

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

期間：12月2日（木）
会場：えずこホール
主催：えずこ芸術のまち創造実行委員会
　グラミー賞受賞，ピアソラ五重奏団最後のピアニストのパブロ・シー
グレルと国内トップ奏者，タップダンサー熊谷和徳をゲストに迎え，ジャ
ズ・タンゴ・アンサンブルコンサートを開催しました。

第29回宮城シニア美術展
期間：12月2日（木）〜5日（日）　
会場：宮城県美術館
主催：（社福）宮城県社会福祉協議会
　県内在住の60歳以上アマチュアの方の
創作による日本画・洋画・書・写真・工
芸の作品展示。各部門の最優秀賞（5点）
は令和4年開催の「第34回全国健康福祉
祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会」（ね
んりんピックかながわ2022）美術展部門
に宮城県代表として出展します。

澁澤久美クリスマスパイプオルガンコンサート
期間：12月4日（土）
会場：白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ）
主催：（公財）白石市文化体育振興財団
　パイプオルガンの連弾や，演出の一部をクリスマス仕様にする等，お
客様に新感覚のパフォーマンスをお楽しみいただきました。会場は，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
ルで開催しました。

笑いの芸術「野村万作・萬斎　狂言公演」
期間：12月17日（金）
会場：東京エレクトロンホール宮城
主催： （公財）宮城県文化振興財団，（株）河北新報社， 

（公財）全国公立文化施設協会
　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
言公演を開催しました。庶民の日常を題材に，だれしもが身に覚えのあ
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した。
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みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2021

協

賛

事

業

協賛事業
　芸術銀河の重点期間中（９月～11月）を中心に，芸術文化団体や市町村，企業などが行う祭典の趣旨に沿った事業を協賛
事業として募集し，全国的な芸術文化の総合イベントとしての盛り上げを図りました。

第58回宮城県芸術祭

　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29年か
ら開催されています。毎年，優れた芸術活動の数々が発表され，県内でも最大級の文化催事となっています。今回も意欲的
な美術作品の展示，ステージ発表などが行われました。

事業名 期日 会場

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

書道展 9月25日（土）〜9月28日（火） せんだいメディアテーク5・6F

第41回音楽コンクールガラコンサート 9月26日（日） 仙台銀行ホールイズミティ21　小ホール

写真展 10月2日（土）〜10月5日（火） せんだいメディアテーク5F

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

文学散歩 10月7日（木） 石巻・東松島方面

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

「宮城県文芸年鑑」発行 10月15日（金） ―

文芸祭 10月23日（土） 東京エレクトロンホール宮城

工芸展 10月28日（木）〜11月1日（月） TFUギャラリーミニモリ

音楽会 11月12日（金） 日立システムズホール仙台　コンサートホール

表彰式 11月25日（木） ホテルメトロポリタン仙台

第42回音楽コンクール
予選：2月13日（日） 日立システムズホール仙台

本選：3月13日（日） 日立システムズホール仙台

第24回みやぎ県民文化祭

　宮城県文化協会連絡協議会が主催する「みやぎ県民文化祭」は，今年で24回目を迎えました。今回はマルホンまきあーと
テラスを会場に，宮城県内各地から力作の展示作品や舞台演目が集結し，盛大に開催されました。

開催日 場所 内容

11月３日（水）〜４日（木） マルホンまきあーとテラス
■展示部門
　県内各地から出品された書，絵画，写真のほか，各種芸術作品の展示
■舞台部門
　各地区の特色ある舞台演目を中心とした公演
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協

賛

事

業

美　術
事業名 主催 期間 会場
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」 大衡村教育委員会 9月13日（月）

　　〜10月11日（月） 大衡村ふるさと美術館

大衡村ふるさと美術館企画展 大衡村教育委員会 10月16日（土）
　　〜11月14日（日） 大衡村ふるさと美術館

市政施行50周年記念特別展 
「史都多賀城の椿と山茶花」 多賀城市 11月1日（月）

　　〜30日（火） 多賀城市立図書館

第74回塩竈市美術展 塩竈市，塩竈市教育委員会，
塩竈市芸術文化協会

11月9日（火）
　　〜14日（日）

塩竈市生涯学習センター 
ふれあいエスプ塩竈

俳　句
事業名 主催 期間 会場

第28回「壺の碑」全国俳句大会 「壺の碑」全国俳句大会実行
委員会 10月17日（日） オンライン配信

第67回松島芭蕉祭並びに全国俳句大会 松島町，宮城県文化振興財団，
宮城県俳句協会 11月14日（日） 松島町瑞巌寺本堂，

松島町文化観光交流館

演　劇
事業名 主催 期間 会場
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）♪〜大空高く飛
んでいけ！〜

登米祝祭劇場
ミュージカル劇団

「ドリーム☆キッズ」
10月17日（日） 登米祝祭劇場

NaNa5931（ななごーきゅーさんいち）
オリジナルミュージカル

七ヶ浜町，
七ヶ浜国際村事業協会

11月13日（土）
　　〜14日（日） 七ヶ浜国際村ホール

書道
事業名 主催 期間 会場

第72回毎日書道展東北仙台展 毎日新聞社，
（一財）毎日書道会

9月13日（月）
　　〜15日（水）

せんだいメディアテーク
５・６階

写真
事業名 主催 期間 会場

2021年度県民共済写真展 宮城県民共済生活協同組合 10月1日（金）
新型コロナウイルス感染拡
大防止のため，県民共済
ホームページとパンフレッ
トに入賞作品を掲載。

工芸
事業名 主催 期間 会場

大崎市民ギャラリー開館25周年
たけ・くらべ〜竹の造形／伝統工芸から現代
美術まで〜

大崎市教育委員会
（市民ギャラリー）

10月13日（水）
　　〜24日（日）

大崎市民ギャラリー
緒絶の館

音楽
事業名 主催 期間 会場

『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〜 多賀城市 10月31日（日） 多賀城市民会館

総合
事業名 主催 期間 会場

新！方舟祭2021 リアス・アーク美術館 9月23日（木）
　　〜10月31日（日） リアス・アーク美術館

第45回涌谷町民文化祭 涌谷町芸術文化協会，涌谷町，
涌谷町教育委員会

11月2日（火）
　　〜3日（水） 涌谷公民館
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みやぎ県民文化創造の祭典

芸 術 銀 河
　芸術銀河（みやぎ県民文化創造の祭典）とは，優れた芸術文化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芸術文化活動を総合的に結びつけることで，みやぎらしい
創造的な芸術文化圏の創出を目的に，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，本県の代表的な芸術文化事業を，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芸術文化事業をみんなで創
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，芸術家が芸術文化活動
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。

みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会事務局
〒980-8570　仙台市青葉区本町3-8-1

（宮城県環境生活部消費生活・文化課内）
TEL 022-211-2527　FAX 022-211-2592
URL https://www.pref.miyagi.jp/site/geijyutuginga/index.html

発 行

この印刷物は宝くじの
収益金で作成されています。

再生紙使用
この芸術銀河記録集は500部作成し、１部あたりの印刷単価は390円です。

この印刷物は地産地消・輸送マイレージに
配慮したライスインキを使用しています。

芸術銀河2021　実施結果
主　催 参加者数（人）

事業数 開催数 開催会場数（か所） 出品者・出演者数 参加者数 合　計
舞台ワークショップ市町村事業 8 14 18 1,513 1,531
美術ワークショップ市町村事業 5 4 6 185 191
美術ワークショップ普及事業 15 20 16 719 735
音楽アウトリーチ市町村事業 6 19 21 1,811 1,832
音楽アウトリーチ普及事業 16 16 45 510 555
宮城県芸術銀河作品展 1 1 10 362 372
みやぎの高校生　文化芸術表現力強化事業 8 7 56 761 817
地域文化発信支援事業 

（地域芸能等現況調査実施業務） 1 － － － －

こどものための舞台芸術見本市 1 1 13 80 93
新型コロナウイルス対策事業 

（芸術銀河・文化芸術活動再開支援事業） 6 5 173 1,015 1,188

小計 10 67 87 358 6,956 7,314

共　催 参加者数（人）
事業数 開催数 開催会場数（か所） 出品者・出演者数 参加者数 合　計

12 12 44 731 162,237 162,968
※東北文化の日事業の参加者数等については，宮城県内の文化施設入場者・イベントを計上しています。

協　賛 参加者数（人）
事業数 開催数 開催会場数（か所） 出品者・出演者数 参加者数 合　計

16 16 19 4,629 35,329 39,958

合　計 参加者数（人）
事業数 開催数 開催会場数（か所） 出品者・出演者数 参加者数 合　計

38 95 150 5,718 204,522 210,240


