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ご あ い さ つ 

  

 豊かな文化芸術は地域にとって大きな財産です。身近なところで文化芸術に触れ親しめる環

境があることは、私達に心豊かで潤いのある生活をもたらしてくれます。 

 平成２５年度は、仙台藩主・伊達政宗がメキシコとの交易を目指し、ヨーロッパへの外交使節と

して、支倉常長ら慶長遣欧使節を派遣してから４００年の節目を迎える記念の年でした。使節の

派遣は、その２年前にあった慶長の大地震からの復興事業であったともいわれ、奇しくも、東日

本大震災からの創造的な復興を目指す現在と非常に類似しています。 

 芸術銀河では、支倉常長ら慶長遣欧使節を題材とした県民ミュージカル「常長の祈り」を、一般

公募で応募いただいた県民の皆様をはじめとする約１００名の出演者により、壮大に演じました。 

 また、市町村、文化団体等の御協力をいただきながら、学校などの身近なところで気軽に文化

芸術を体験するワークショップや、宮城県芸術選奨受賞者による作品展、被災地の最前線で活

動されている方を中心に参加者全員で現状と今後の方向性を検証する「みやぎぶんか３ねんめ

会議」、街中のレストランなどを舞台に、お店自慢の料理と物語を一緒に楽しむ「杜の都の演劇

祭」をキャラバンプログラムとして実施しました。 

 このほか、芸術銀河の事業趣旨に沿った県及び関係機関が実施する共催事業と、市町村や

文化団体及び企業等が実施する協賛事業にも多くの県民の方々に御参加をいただいた結果、

今年度の芸術銀河への参加者等の総数は約１０２万人を超えました。 

  平成２６年度は、「宮城県震災復興計画」における「再生期（４年間）」の最初の年になります。

「再生期」においては、復旧・復興を一層加速させるとともに、「宮城の将来ビジョン」に掲げた将

来像を見据えて、本県が発展していくための様々な種をまき、各地で芽吹くよう、新たな取組にも

挑戦して参ります。 

 今後もより多くの方々に気軽に文化芸術に親しんでいただき「文化芸術の香り高いみやぎ」の

創造に向けて、積極的に取り組んで参りたいと考えておりますので、県民の皆様の御理解と御

協力をお願い申し上げますとともに、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。 

  

 平成２６年３月 

                                   みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会 

                                   会 長  宮 城 県 知 事  村 井 嘉 浩 
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  みやぎ芸術銀河作品展 
 

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  平成25年10月1日（火） ～ 6日（日）        場所  宮城県美術館 県民ギャラリー 

■ 宮城県芸術選奨受賞者作品展 

本県で活躍する芸術家を顕彰する宮城県芸術選奨。平成24年度宮城県芸術選奨受賞者の作品等を展示しました。 

◆宮城県芸術選奨受賞者 

 原秀一（洋画）、勝又豊子（彫刻）、加藤松軒（書）、西山睦（俳句）、樋渡宏嗣（演劇）、 荒木飛呂彦（メディア芸術） 

◆宮城県芸術選奨新人賞受賞者 

 加川広重（洋画）、菊池孝彦（短歌）、小熊由里子（器楽） 

  ミュージカル「常長の祈り」 
 

主 催  みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会、宮城県、宮城県民会館管理運営共同企業体 
       （公益財団法人宮城県文化振興財団、株式会社東北共立、陽光ビルサービス株式会社） 

開催日  平成25年11月23日（土） ・ 24日（日）        場所  東京エレクトロンホール宮城 

１６１３（慶長１８）年、仙台藩主・伊達政宗がヨーロッパへの外交使

節として、支倉常長ら慶長遣欧使節を派遣してから400年を迎えるこ

とを記念して、使節の偉業を未来へ引き継ぐとともに、本県の文化芸

術の振興を目指すため、出演者を一般公募で募集し、県民の皆様と

共にオリジナルミュージカルを創り上げました。 
 
◆作・演出・振付 ： 梶賀千鶴子 
◆音楽監督・作曲 ： 上田亨 
◆プロデュース ： 廣瀬純 
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  みやぎ発信劇場スペシャル 
 

主 催  みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会、宮城県、杜の都の演劇祭プロジェクト 
開催日  平成26年2月11日（火・祝）              場所  七ヶ浜町「民宿とと家」 

■ キャラバンプログラム in 七ヶ浜 

◆演目： 王様の白切手（「いとしのブリジット･ボルドー」より） 作：井上ひさし 

◆プログラムディレクター・演出：樋渡宏嗣（平成２４年度宮城県芸術選奨受賞者） 

◆出演者：樋渡宏嗣、菅原ゆうこ 

  みやぎぶんか３ねんめ会議 
 

主 催  みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会、宮城県、えずこ芸術のまち創造実行委員会、ARCT 
開催日  平成26年3月2日（日）                 場所  仙台市宮城野区文化センター 

◆ファシリテーター    志賀野桂一（東北文化学園大学総合政策学部教授） 

◆テーブルリーダー  桃生和成（つれづれ団団長） 

              髙田彩（ビルド・フルーガス代表） 

              白津守康（（公社）落語芸術協会仙台事務所長） 

              北村孝之（NPO法人ボランティアインフォ理事長） 

              工藤瑞穂（HaTiDORi代表） 

              千田優太（ARCT事務局長） 

◆コメンテーター    森司（東京アートポイント計画ディレクター） 

飲食店やカフェなどで名作舞台を味わうことのできる演劇（リーディング）公演 
「杜の都の演劇祭」のキャラバンプログラムとして実施しました。 

「３．１１で何が変わり、何が変わらなかったのか。何を残し、何をつくるのか」をテーマに，地域の最前線で文化活
動に取り組んでいる方々を交え、参加者全員でその問題を共有し、ともに考える意見交換会を開催しました。 
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  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
切さを実感していただきながら，舞台芸術に親しんでいただくため，県内の劇団で活躍するアーティストなどを講師
とした少人数・体験型のワークショップを開催しました。  

■ 舞台ワークショップ事業一覧表 

舞台ミュージカル 

演劇創作ワークショップ 

ドラマワークショップ 

ヒップホップダンス 

人形劇ワークショップ 

演劇ワークショップ 
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開催日 ワークショップ名 出演者名 市町村 会場 主催

7/24
～11/10

舞台ミュージカル 伊勢千佳子 名取市
名取市文化会館
増田西公民館

名取市教育委員会 650

7/25
～11/17

舞台ミュージカル 朝日　陽子 名取市
名取市文化会館
ゆりが丘公民館

名取市教育委員会 700

大河原町 えずこホール

角田市 枝野小学校

9/1 人形劇ワークショップ 人形劇団ひぽぽたあむ 大崎市 大崎市生涯学習センター 40

角田市 藤尾小学校、角田小学校

柴田町 槻木小学校、柴田小学校

船迫小学校

10/2
～10/30

演劇ワークショップ 熊谷盛 塩竈市
浦戸第二小学校・浦戸中学校
遊ホール

仙台市市民文化事業団 445

角田市 平土間ホール

柴田町 西住小学校

大河原南小学校

11/22 演劇ワークショップ 劇団ＩＱ１５０ 塩竈市 玉川小学校 塩竈市遊ホール 62

白石市 角田市民センター、角田高校

角田市 槻木小学校、山下第二小学校

七ヶ宿町 村田保育所、さくらデイサービス

大河原町 グループホームゆりの里

村田町 グループホームむくげ、レストラン

柴田町 大泉記念病院、とっておきの広場

山元町 福祉作業所さくら

デイサービスセンター

特別養護老人ホーム柏松苑

知的障害者更生施設寿光園

デイサービス・ほっとあい

390ヒップホップダンス ＩＳＯＰＰ

2/3
～2/22

9/10
～9/13

演劇創作ワークショップ 690岩淵吉能

151ダンスアウトリーチ
10/28
～10/31

青木尚哉

大崎地域広域行政事務組合
大崎市教育委員会

えずこ芸術のまち創造実行委員会

えずこ芸術のまち創造実行委員会

えずこ芸術のまち創造実行委員会

えずこ芸術のまち創造実行委員会

参加人数

330
8/7
～12/27

柏木陽ドラマワークショップ



  美術ワークショップ 

県内で活躍する芸術家を講師に，ワークショップ等の少人数・体験型講習会を開催し，参加者自身が作品を製作・
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は，企画を芸術家から募集し，開催までの間に実施団体との打合せを経て実施しました。 

■ 美術ワークショップ事業一覧表 

万華鏡の世界「手作りカレイドスコープ」 アートなだるまを作ろう！ 

「ひかりのみち」プロジェクト 
水面にクレヨンで絵を描こう 

癒しの～ステンド・シルク和紙～作画体験 
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開催日 ワークショップ名 講師名 市町村 会場 主催

7/25 陶磁器絵付け体験 浅野　治志 大和町 鶴巣ふれあいセンター 大和町公民館 30

8/22 えっぐおじさんの「たまごの学校」 菊地　克三 塩竈市 ふれあいエスプ塩竈 28

9/17 万華鏡の世界「手作りカレイドスコープ」 峰岡 順 柴田町 西住小学校 柴田町立西住小学校 29

9/21 アートなだるまを作ろう！ 森 敏美 気仙沼市 大谷公民館 気仙沼市教育委員会 19

10/9 アスカオリの変身！カツラワークショップ
臼田 香織
佐藤 明日香

栗原市 高清水幼稚園保育園 栗原市教育委員会 69

10/13 色で遊ぼう 岡田 純子 大崎市 中央公民館 大崎市教育委員会 27

10/17 アートなだるまを作ろう！ 森 敏美 名取市 箱塚屋敷仮設住宅 名取市教育委員会 12

10/20
「ひかりのみち」プロジェクト
水面にクレヨンで絵を描こう

すがわらじゅんいち 東松島市 東松島図書館 東松島市教育委員会 130

10/21 手の型取りをしよう 佐藤 淳一 名取市 高舘公民館 名取市高舘公民館 16

11/11 マンガ／コミックイラスト制作講座 今野 昌浩 柴田町 槻木児童館 柴田町槻木児童館 25

11/15
一粒種から芽生えた
 絶滅危惧種ハマボウフウを救え！

すがわらじゅんいち 利府町 菅谷台小学校 利府町教育委員会 97

11/19 藍染めってなに？ 八巻 秀夫 柴田町 船岡小学校 26

11/20 ユラユラ人形 大林 政夫 栗原市 花山小学校 栗原市教育委員会 14

11/24 癒しの～ステンド・シルク和紙～作画体験 飯川 知世 加美町 宮崎公民館 加美町教育委員会 27

11/24 万華鏡の世界「手作りカレイドスコープ」 峰岡 順 大崎市 松山公民館 大崎市教育委員会 17

参加人数

塩竈市生涯学習センター

柴田町立船岡小学校父母教師会



  音楽アウトリーチ 

アーティストを講師に，生演奏を間近で体験できる少人数を対象とした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。 

■ 音楽アウトリーチ事業一覧表 

渡辺文江 

マリンバアンサンブル”MARま～る” カルテット・スピリタス ドゥコレアンサンブル「ソレイユ（太陽）」 

Aota 
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須川展也 

開催日 会場 出演者 市町村名 主催

宮床小学校、鶴巣小学校

落合小学校、小野小学校

吉岡小学校、吉田小学校
9/10～13 大郷小学校 守屋圭子（バリ舞踊） 大郷町 大郷町教育委員会 405

船岡小学校、白川小学校

丸森小学校、金ヶ瀬中学校

大平小学校、深谷小学校

宮小学校、円田小学校

永野小学校、平沢小学校

遠刈田小学校

平沢小学校、村田第二小学校

大河原小学校

第三小学校、玉川小学校

杉の入小学校、玉川中学校

萩浜中学校、門脇小学校

蛇田小学校

斎川小学校、深谷小学校

榴岡小学校、小原小学校

小原中学校

小斎中学校、三名生児童館

金ヶ瀬小学校、川崎第二小学校

桜小学校、横倉小学校

米山東小学校、西郷小学校

東和中学校

生活介護施設パルめぐみ
12/12 登米祝祭劇場ホール（コンサート） 親しみクラシック　カルテットスピリタス 231

築館小学校、志波姫小学校

津久毛小学校、志波姫中学校

495

9/24～27 白石市
大河原町
柴田町
丸森町

大和町教育委員会Atoa.（和太鼓）

えずこ芸術の町創造実行委員会

257登米市

12/10～11

神谷未穂（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）
田村緑（ﾋﾟｱﾉ）

393

カルテット・スピリタス（サックス四重奏）

須川展也(ｻｯｸｽ）
小柳美奈子（ピアノ）

北島佳奈（ｳﾞｧｲｵﾘﾝ）
加地美秀子（ピアノ）

蔵王町
大河原町
村田町

298

254

ジェスカ・グランペール
（ギター、バイオリン）

（公財）登米文化振興財団

えずこ芸術の町創造実行委員会

えずこ芸術の町創造実行委員会

（公財）石巻市芸術文化振興財団

白石市教育委員会

10/7～8

11/12～14 角田市
大河原町
柴田町
川崎町
丸森町

9/2～20

大和町

白石市

10/24～25 新崎誠実（ピアノ）
塚野淳一（チェロ）

塩竃市

マリンバアンサンブル’MAR’ま～る
（マリンバ、ドラム）

石巻市
10/24～25

参加人数

11/7～8

蔵王町教育委員会

2/18～19 ﾄﾞｩ ｺﾚ ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ「ｿﾚｲﾕ（太陽）」
（ホルン五重奏）

570

塩竈市遊ホール協会 706

253栗原市教育委員会

渡辺文江（ハープ）

9/25～27

栗原市

蔵王町 216

179



■ 音楽アウトリーチ担い手育成事業一覧表 

GEIJUTSU GINGA  8 

宮城県と公益財団法人宮城県文化振興財団が共同し、県内のアーティストの育成と支援を目的として、アーティストに対してア
ウトリーチ技法に関する研修を行い、アウトリーチの質の向上とアーティストの育成を図りました。 
また、実際に音楽アウトリーチを実施していない地域の学校を中心にアーティストの派遣を行い、音楽アウトリーチの普及啓発
も行いました。 

研修会 

アウトリーチ 

仙台チェンバーアンサンブル 仙台木管五重奏団 

ＱＳＰ ステラ 弦楽器工房watanabe 

開催日 会場 講師 市町村 参加者

10/21、12/24、3/19 東京エレクトロンホール宮城 菊池　恭江 仙台市 53

開催日 学校名 出演者 市町村 参加者

10/2 館矢間小学校

11/20 耕野小学校

10/7 宮崎小学校

12/6 鳴瀬小学校

10/10 桜小学校 QSP

10/18 東根小学校 ステラ

10/17 亘理中学校 ステラ

1/21 逢隈保育園 杜の弦楽四重奏団

11/7 米川小学校 ステラ 登米市 83

11/8 船岡小学校 弦楽器工房watanabe 柴田町 88

11/14 東向陽台中学校 杜の弦楽四重奏団 富谷町 176

11/29 利府第二小学校 仙台木管五重奏団 利府町 60

12/4 小原小・中学校 ステラ 白石市 40

1/31 敷玉小学校 ステラ 大崎市 77

146

249

丸森町

亘理町

仙台チェンバーアンサンブル

加美町仙台木管五重奏団

角田市

40

122



  東京エレクトロンホール宮城 

   共催事業 
 

  宮城県美術館 

 シャガール展 

芸術銀河の重点期間中（９月～１１月）、県やその他の関係機関が行う本祭典の主旨に沿った事業を共催事業とし
て実施しました。 

シャガールは、その後半生にパリ･オペラ座の天井画や
教会のステンドグラスといった大規模で公共的な仕事
に挑みました。こうした記念碑的な作品を初めて本格的
に紹介したほか、絵画の枠を超えた多彩な分野での活
動にも触れ、その製作の全体像に迫りました。 

  東北歴史博物館 

期間 ９月３日（火）～１０月２７日（日） 
主催 宮城県美術館 

 特別展 洲之内徹と現代画廊 -昭和を生きた目と精神- 

エッセイ「気まぐれ美術館」で知られる洲之内徹は、文
学者であり画廊主、美術評論家でもありました。その生
誕１００年にあたり、洲之内コレクション（宮城県美術館
蔵）から選んだ作品と、彼が引き継いだ現代画廊ゆか
りの作品を多数含む約１６０点で構成しました。 

期間 １１月２日（土）～１２月２３日（月・祝） 
主催 宮城県美術館 

 第21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した。併せて、
全国健康福祉祭（ねんりんピック）美術部門へ出展する
宮城県代表作品を選考しました。 

期間 １１月２８日（木）～１２月１日（日） 
主催 宮城県社会福祉協議会 

  けんみん1,000円コンサート シャガール展開催記念 

  菅野潤＆菅英三子デュオリサイタル 

宮城県美術館で「シャガール展」が開催されることにち
なんで、「みやぎ絆大使」の菅野潤さんと菅英三子さん
が初共演。シャガールに関連した、20世紀フランスの隠
れた名曲、オペラ・アリアの数々を披露しました。 

期間 ９月２４日（火） 
主催 公益財団法人宮城県文化振興財団 

  東日本大震災復興祈念特別展 

  神さま仏さまの復興 -被災文化財の修復と継承- 

東日本大震災により、宮城県内の文化財も甚大な被害
を受けました。この特別展は、修復された文化財のうち
神像や仏像に焦点を当て、修復された姿を公開すると
ともに、文化財を修復することや未来に引き継ぐ意義に
ついて考えていこうとしたものです。 

期間 １１月１６日（土）～平成２６年１月１３日（月・祝） 
主催 東北歴史博物館 
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  東北各地 （青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 

 東北文化の日２０１３ 

毎年10月の最終土曜日とその翌日の日曜日（10月最後の週末）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。平成25年度東北６県の美術館・博物館などの文化施設の無料（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２６日（土） ・２７日（日）  及び １０月２６日（土）～１１月２４日（日）の約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） 



  第５０回宮城県芸術祭 

   協賛事業 
 

芸術銀河の重点期間中（９月～１１月）、芸術文化団体や市町村、企業などが行う本祭典の主旨に沿った事業を協
賛事業として募集し、全県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。 

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５０回目を迎えました。 
毎年、優れた芸術活動の数々が発表され、絶好の芸術文化鑑賞の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。今回も、意欲的な美術作品の展示や、ステージ発表などを行い、より多くの方々に鑑賞していただきました。 

●主催事業 

  第１７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１７回目を迎えました。今回は石巻市河南の「遊
楽館」を会場に「こもれびの降る丘から ふたたび新たな風」をテーマに、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。 
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開催期間 場所 内容

■展示部門
　県内各地から出展された書道、絵画、写真のほか、
　石巻地区の各種芸術作品を展示

■舞台部門
　各地区の特色ある舞台演目を公演

10月19日～20日 石巻市「遊楽館」

開催日・期間 場所

開会式 9月20日 せんだいメディアテーク5F

書道展 9月20日～25日 せんだいメディアテーク5･6F

工芸展 9月20日～25日 せんだいメディアテーク5F

絵画展 9月27日～10月2日 せんだいメディアテーク5･6F

絵画公募展 9月27日～10月2日 せんだいメディアテーク5F

第50回記念特別企画美術展 10月4日～9日 せんだいメディアテーク6F

写真展・写真公募展 10月4日～9日 せんだいメディアテーク5F

華道展 10月4日～9日 せんだいメディアテーク5F

彫刻展・彫刻公募展 10月4日～9日 せんだいメディアテーク6F

文学散歩 9月25日・26日 山形(酒田・鶴岡)方面

茶会 10月13日・20日・27日 輪王寺

長唄演奏会 10月20日 仙台市民会館小ホール

文芸祭 10月26日 東京エレクトロンホール宮城

音楽会 10月31日 日立システムズホール仙台

絵画・書道展　松島展 10月17日～23日 松島町文化交流館

工芸展大和展 11月9日～15日 大和町まほろばホール

写真展大和展 11月9日～15日 大和町まほろばホール

閉会式 11月21日 メトロポリタン仙台

宮城県文芸年鑑 10月15日発行



  分野別協賛事業 

  総  合 

  美  術 

事業名 主催 実施日 会場

第29回塩釜市芸術文化祭 塩釜市芸術文化協会
10月5日
　 ～6日

塩竈市壱番館遊ホール

平成25年度市民文化祭（気仙沼市）
気仙沼市文化協会、気仙沼市、
気仙沼市教育委員会

10月19日
～11月4日

気仙沼市民会館
気仙沼市保健センター燦さん館　他

七ヶ浜町文化協会創立30周年記念
第28回文化祭

七ヶ浜町文化協会 10月27日 七ヶ浜国際村

第37回蔵王町文化祭
蔵王町、蔵王町教育委員会、
蔵王町文化協会

11月2日
　 ～3日

蔵王町ふるさと文化会館

第37回町民文化祭（涌谷町）
涌谷町芸術文化協会、涌谷町、
涌谷町教育委員会

11月2日
　 ～3日

涌谷町勤労福祉センター

第41回文化祭（多賀城市） 多賀城市芸術文化協会 11月3日 多賀城文化センター内

2013芸術祭　展示発表の部
登米市迫文化協会、
登米市教育委員会

11月8日
 ～10日

登米市迫公民館
登米市迫体育館

2013芸術祭　芸能発表の部
登米市迫文化協会、
登米市教育委員会

12月1日 登米祝祭劇場（水の里ホール）

事業名 主催 実施日 会場

第65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
 ～18日

せんだいメディアテーク　5・6階

平成25年度県民共済写真展 宮城県民共済生活協同組合
10月10日
　 ～20日

県民共済ビル1F　多目的ホール

第66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12日
　 ～17日

塩竈市生涯学習センター
「ふれあいエスプ塩竈」

平成25年度宮城県写真展 宮城県写真連盟
11月19日
　 ～24日

宮城県美術館　県民ギャラリー

  文  芸 

事業名 主催 実施日 会場

第23回奥州涌谷金俳句全国大会
奥州涌谷金俳句全国大会実行委員会、
涌谷町

9月28日 涌谷町B＆G海洋センター体育館

第20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20日 多賀城市文化センター

第59回松島芭蕉祭・全国俳句大会
宮城県俳句協会、松島町、
(公財)宮城県文化振興財団

11月10日
芭蕉祭法要：瑞巌寺陽徳院本堂
俳句大会：松島町文化観光交流館

  演  劇 

事業名 主催 実施日 会場

芸術文化振興基金助成事業
(公財)登米市文化振興財団設立20周年記念
劇団ドリーム☆キッズ第11回ミュージカル公演
「ラララ☆ハーモニー♪ 今夜、君と旅に出よう」

登米祝祭劇場子どもミュージカル劇団
「ドリーム☆キッズ」

9月15日
　～16日

登米祝祭劇場　大ホール

東日本大震災　復興祈念公演
第1部　希望の灯火
第2部　管弦劇　天の赦すところ

日本の物語制作委員会、
(公社)宮城県芸術協会

9月18日 仙台電力ホール

旅とあいつとお姫さま 演劇公演 えずこ芸術のまち創造実行委員会
9月19日
 ～21日

仙南芸術文化センター
（えずこホール）

１１ GEIJUTSU GINGA 
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  民俗・伝統芸能など 

  舞  踊 

事業名 主催 実施日 会場

2013仙台オペラ協会第38回公演「こうもり」 仙台オペラ協会
9月7日
 ～8日

東京エレクトロンホール宮城

第23回定禅寺ストリートジャズフェスティバル
ｉｎ仙台

定禅寺ストリートジャズフェスティバル
実行委員会

9月7日
 ～8日

仙台市中心部

第57回仙台三曲協会定期演奏会 仙台三曲協会 10月13日 仙台市民会館大ホール

仙台フィルハーモニー管弦楽団
第277回定期演奏会

(公財)仙台フィルハーモニー管弦楽団
10月18日
 　～19日

日立システムズホール
コンサートホール

DUEL（デュエル）
～チェロとピアノのゆかいな決闘～

えずこ芸術のまち創造実行委員会 10月22日
仙南芸術文化センター
（えずこホール）

日野皓正スペシャルライブ
　with Guest八代亜紀

えずこ芸術のまち創造実行委員会 11月6日
仙南芸術文化センター
（えずこホール）

えずこミュージック♪
アカデミーコンサート　17ｔｈ

えずこ芸術のまち創造実行委員会 11月17日
仙南芸術文化センター
（えずこホール）

第27回栗原市合唱祭 栗原市合唱連盟 11月17日
栗原市若柳総合文化センター
（ドリーム・パル）

仙台フィルハーモニー管弦楽団
第278回定期演奏会

(公財)仙台フィルハーモニー管弦楽団
11月22日
　 ～23日

日立システムズホール
コンサートホール

  音  楽 

事業名 主催 実施日 会場

登米秋まつり　登米薪能 登米秋まつり協賛会 9月14日 登米町伝統芸能伝承館「森舞台」

第2回新相馬節全国大会 大内地区協議会 9月22日 大内まちづくりセンター

第32回宮城県吟道連盟　吟剣詩舞道大会
宮城県吟道連盟、
(公財)宮城県文化振興財団

9月28日 仙台市民会館大ホール

奥州森邑十三講秋祭り
伊達なおいとこ踊り宮城大会

奥州森邑十三講秋祭り奉賛会 11月10日 旧登米市立森小学校体育館

第13回みやぎ長持唄全国大会
第13回みやぎ長持唄全国大会実行委員
会

11月23日 登米祝祭劇場

事業名 主催 実施日 会場

宮城県芸術祭参加　第44回洋舞公演
宮城県洋舞団体連合会、宮城県教育委員
会、(公財)宮城県文化振興財団

11月25日 東京エレクトロンホール宮城

芸術銀河（みやぎ県民文化創造の祭典）とは，優れた芸術文化と鑑賞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月にわたり，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，協賛事業として県内各地で紹介していきます。 

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り輝く銀河のような芸術文化圏を

みんなで作り上げていき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，芸術家そして県民一人一人が芸術文化活動で
輝き合う姿が，夜空に大河を作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 芸 術 銀 河 



みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会 
〒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 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/about.html 
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 芸術銀河２０１３ 参加者数一覧 

計

市町村等との共同実施 1 10 53 98 3,458 3,556

小計 1 10 53 98 3,458 3,556

市町村等との共同実施 1 10 15 16 566 582

小計 1 10 15 16 566 582

市町村等との共同実施 1 13 49 161 4,257 4,418

アウトリーチ普及事業 1 11 17 58 1,134 1,192

小計 2 19 66 219 5,391 5,610

みやぎ芸術銀河作品展 1 1 1 9 480 489

ミュージカル「常長の祈り」 1 1 1 100 1,767 1,867

みやぎ発信劇場スペシャル 1 1 1 2 41 43

みやぎぶんか３ねんめ会議 1 1 1 8 52 60

主催事業　　計 8 26 138 452 11,755 12,207

計

6 18 50 463 237,076 237,539

※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・イベント参加者を計上しています。

計

54 14 60 22,696 752,639 775,335

計

68 30 248 23,611 1,001,470 1,025,081

開催
会場数

参加者数

出演（品）者数 参加者数

美術ワークショップ

音楽アウトリーチ

　　　合　　 計 事業数
開催

市町村数

参加者数

事業数
開催

市町村数
開催

会場数 出演（品）者数 参加者数

　　　共催事業

　　　協賛事業

参加者数

事業数
開催

市町村数
開催

会場数 出演（品）者数 参加者数 
　　　主催事業

参加者数

参加者数

事業数
開催

市町村数
開催

会場数 出演（品）者数

舞台ワークショップ


