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挨拶 
 
 文化芸術は私たちに楽しさや感動、精神的なやすらぎをもたらすとと
もに、豊かな人間性を養い、潤いのある生活を与えてくれます。県では、
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きました。  
 今年度は、毎月第4水曜日に宮城県庁ロビーで開催しております「県民
ロビーコンサート」が300回の節目を迎えるため、若い音楽家を中心に編
成した「300回記念オーケストラ」による演奏を披露しました。 
 また、市町村、文化団体等の御協力をいただきながら、身近なところ
で気軽に文化芸術に参加できる音楽、美術、舞台芸術の各分野の体験型
ワークショップや宮城県芸術選奨受賞者による作品展、被災地を実際に
訪問して参加者全員で現状と今後の方向性を検証する「忘れないための
被災地キャラバン」、街なかのホテルやレストランを舞台に、食事と一
緒に「スペインギター」や「フラメンコ」等スペインの文化を楽しむ
「みやぎ発信劇場」を実施しました。 
 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104万人を超えました。 
 決して忘れることのできない東日本大震災から4年が経過しましたが、
本県が「創造的な復興」を成し遂げ、「生まれてよかった、育ってよ
かった、住んでよかった」と県民の皆様が実感できる宮城県となるよう、
着実に歩みを進めてまいる所存です。今後とも、各種施策のより一層の
充実を図りながら、「みやぎ」らしい創造的な芸術文化圏「芸術銀河」
の創出に向け、積極的に取り組んで参りたいと存じますので、県民の皆
様の御理解と御協力をお願い申し上げます。 
 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。 
  
  
 平成27年3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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  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、身体を使って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、県内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。 

ダンスミュージカル 

人形劇舞台ワークショップ 演劇創作ワークショップ 
（演劇－社会アクセス） 

山の手流・ココロとカラダとヒトを 
つなぐプロジェクト(演劇アウトリーチ） 

舞台ワークショップ事業 

ダンスミュージカル 
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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 参加人数

7/24～
11/9

ダンスミュージカル講座
（名取が丘）

伊勢　千佳子 名取市
増田西公民館、ゆりが丘公民館、名
取市文化会館

名取が丘こどもミュージカル実行委員会、名取市
教育委員会

480

7/25～
11/9

ダンスミュージカル講座
（那智が丘）

朝日　陽子 名取市
那智が丘公民館、ゆりが丘公民館、
名取市文化会館、名取市民体育館

那智が丘こどもミュージカル実行委員会、名取市
教育委員会

398

9/7 人形劇舞台ワークショップ
てんたん人形劇場
土屋高志

大崎市 大崎市生涯学習センター
大崎地域広域行政事務組合教育委員会
パレット人形劇フェスティバル実行委員会

26

10/10～
10/31

演劇創作ワークショップ
（演劇－社会アクセス）

熊谷　盛 塩竈市
浦戸第二小学校・浦戸中学校
塩竈市民交流センター

公益財団法人仙台市市民文化事業団 500

10/26 舞台ワークショップ事業 劇団ＩＱ１５０ 塩竈市 伊保石仮設住宅 塩竈市遊ホール協会 23

11/16～
1/31

歌と踊りのワークショップ
小林　正美
山田　日向子

名取市 那智が丘公民館、名取市文化会館 名取こどもミュージカル実行委員会 330

12/13～
12/14

山の手流・ココロとカラダとヒトをつ
なぐプロジェクト
（演劇アウトリーチ）

岩淵　吉能 白石市
知的障害者厚生施設白石寿光園
白石高等学校

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
えずこホール（仙南芸術文化センター）

67

2/25 劇あそびワークショップ 野々下　孝 仙台市 仙台市川平マイスクール児童館 仙台市川平マイスクール児童館 15

3/10 えんげきであそぼ 生田　恵 仙台市 仙台市立町マイスクール児童館 仙台市立町マイスクール児童館 26

3/27
ものの気持ちになって身体や声
を使うワークショップ

野々下　孝 仙台市 仙台市東四郎丸児童館 仙台市東四郎丸児童館 25

3/28 やってみよう！親子で即興劇 生田　恵 白石市 白石市第一児童館 白石市第一児童館 10



  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。 

微気象モビールをつくろう 

まぐろバックワークショップ 

「和」陶器の硯と水差しを作り、かな文字に挑戦 

４ GEIJUTSU GINGA 

開催日 ワークショップ名 出演者 市町村名 会場 主催者 参加人数

9/27～
11/1

「和」陶器の硯と水差しを作り，
かな文字に挑戦

斎藤　敏行 塩竈市 ふれあいエスプ塩竈 塩竈市生涯学習センター 39

10/15～
11/26

まぐろバックワークショップ
臼田　香織

佐藤　明日香
森　むつみ

栗原市
高清水保育園
宮野小学校

栗原市教育委員会 69

11/8～
11/16

微気象モビールをつくろう 姉歯　公也 大崎市 大崎市民ギャラリー 大崎市教育委員会 33



  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。 

中川 賢一・大石 将紀 

ガムイズム 白石 光隆 

高橋 正典・掛田 瑤子 

神谷 未穂・広中 舞 

ジュスカ・グランペール 

■ 音楽アウトリーチ事業一覧表 
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開催日 会場 出演者 市町村名 主催 参加人数

小野小学校

吉岡小学校

落合小学校

鶴巣小学校

宮床小学校

吉田小学校

宮小学校

遠刈田小学校

円田小学校

平沢小学校

永野小学校

蔵王町ふるさと会館

円田小学校 蔵王町

金ヶ瀬小学校 大河原町

槻木小学校 柴田町

藤尾小学校

横倉小学校

月見ヶ丘小学校

玉川小学校

杉の入小学校

第二小学校

川崎小学校 川崎町

白川小学校 白石市

船迫小学校 柴田町

小斎小学校 丸森町

大河原南小学校 大河原町

602

496

254

1286

243

角田市

神谷　未穂（ヴァイオリン）
広中　舞（ピアノ）

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
えずこホール（仙南芸術文化センター）

10/7～
10/9

10/4～
11/27

ガムイズム 塩竈市 塩竈市遊ホール協会

舞踊クプクプ 大和町
大和町文化振興協会
大和町教育委員会

神谷　未穂（ヴァイオリン）
望月　優芽子（ピアノ）

蔵王町 蔵王町教育委員会
9/17～
9/19

9/2～
  9/12

9/17～
9/19

中川　賢一（ピアノ）
大石　将紀（サクソフォン）

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
えずこホール（仙南芸術文化センター）



宮城県と宮城県文化振興財団が共同して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を行いました。 

■ 音楽アウトリーチ担い手育成事業一覧表 

杜の弦楽四重奏団 杜の響金管五重奏団 大岩 千華・佐藤 麻美 
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開催日 会場 出演者 市町村名 主催 参加人数

上沼小学校

宝江小学校

津山中学校

在宅障害者多機能施設
ラボラーレ登米

登米祝祭劇場

志引保育所

西部児童センター

桜木保育所

山王地区公民館

城南仮設住宅集会所

桜木地区災害公営住宅

大代地区公民館

11/10～
11/12

大郷小学校 李　昌燮（リ・チャンソプ）他２名 大郷町 大郷町教育委員会 411

越河小学校

南中学校

白川小学校

白川中学校

平沢小学校 蔵王町

北郷小学校

桜小学校

小原中学校 白石市

大内小学校

金山小学校

筆甫小学校

大張小学校

高清水小学校

志波姫小学校

栗原西小学校

志波姫中学校

309

角田市

丸森町

2/23～24 栗原市教育委員会栗原市白石　光隆（ピアノ）

田村　緑（ピアノ）
大森　智子（ソプラノ）

11/18～
11/21

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
えずこホール（仙南芸術文化センター）

439

145

170

366

高橋　正典（バリトン）
掛田　瑤子（ピアノ）

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、多賀城市
11/1～
11/3

ジュスカ・グランペール
（ギター・バイオリン）

白石市
公益財団法人

白石市文化体育振興財団
11/17～
11/18

10/15～
11/13

田中　靖人（サックス）
白石　光隆（ピアノ）

登米市
公益財団法人登米文化振興財団

登米市教育委員会

開催日 会場 出演者 市町村名 主催 参加人数

11/20 岩沼南小学校 大岩　千華（ピアノ）・佐藤　麻美（声楽） 岩沼市 114

12/3 社会福祉法人伯和会ケアハウスやまぶき 杜の弦楽四重奏団 白石市 50

12/6 青生小学校 杜の響金管五重奏団 美里町 210

2/24 社会福祉法人恵泉会若草園 柴田　佑梨・柴田　愛　姉妹 登米市 70

2/28 岩沼北中学校 杜の響金管五重奏団 岩沼市 35

公益財団法人宮城県文化振興財団



本県で活躍する芸術家を顕彰する宮城県芸術選奨。平成２５年度宮城県芸術選奨受賞者の作品等を展示しました。
今年度は宮城県芸術協会茶道部の協力のもと、茶席を設け、来場者にお茶をお楽しみいただきました。 
◇宮城県芸術選奨受賞者 
 桜井 忠彦氏（洋画）、及川 茂氏（彫刻）、熊谷 達也氏（小説）、小野 和子氏（メディア芸術） 
◇宮城県芸術選奨新人賞 
 齋藤 正和氏（洋画）、木村 剛士氏（彫刻）、斉藤 梢氏（短歌）、髙橋 絵里氏（声楽）、 野々下 孝氏（演劇） 
 佐藤 飛鳥氏（舞踊） 

震災から4年目の被災地の現状を地域内外の人々と多様な視点で共有するため、アーティスト等と一般参加者がともに
被災地沿岸部を巡るツアー型プログラムを実施しました。 
Ａコース：南三陸・女川震災遺構キャラバン／Ｂコース：雄勝訪印神楽ダンス・キャラバン 

  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26年8月19日（火） ～24日（日） 場所：宮城県美術館 県民ギャラリー 

  忘れないための被災地キャラバン 
主催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会、宮城県、東京都東京文化発信プロジェクト室、 
     えずこ芸術のまち創造実行委員会 
開催日：平成26年11月22日（土）・23日（日）     
場所：県内被災地（石巻市、南三陸町、女川町）、東北自治総合研修センター 
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多くの県民の皆様に情熱の国「スペイン」を身近に感じていただくことを目的に、慶長遣欧使節出帆400年記念事業「スペ
インフェティバル」とのコラボによる様々な事業を展開しました。県内外で活躍されている皆様に、料理フェア会場等で、情
熱的な「フラメンコ」や繊細なクラシックギターの音色等を披露いただきました。 

毎月第4水曜日に宮城県庁ロビーで開催している「県民ロビーコンサート」が300回目を迎えることを記念し、県内の
若手音楽家で編成されたオーケストラによる演奏を披露しました。 

  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、慶長遣欧使節出帆400年記念事業実行委員会 
開催日：平成26年10月を中心に 9月23日（火祝）～10月31日（金） 場所：県内各地 

  若い音楽家のためのオーケストラ・ワークショップ 
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26年8月15日（金）～10月22日（水） 場所：宮城県庁1階ロビーほか 

８ GEIJUTSU GINGA 

○演奏 
平成26年10月22日（水）宮城県庁１階ロビー 
講師：菊池 恭江氏 
曲目：オペラ「カルメン」より「ハバネラ」（ビゼー） 
    序奏とロンド・カプリチョーソ（サン＝サーンス）ほか 

○練習 
平成26年8月15日（金） 日立システムズホール仙台 
平成26年10月11日（土）宮城学院女子大学講堂 
平成26年10月21日（火）仙台市戦災復興記念館 

開催日 イベント名称 出演者名 会場 参加人数

9/23
仙台ロイヤルパークホテル
「スペインフェアパーティ」

藤井かおるフラメンコスタジオ 仙台ロイヤルパークホテル 194

10/3～
10/5

藤崎「スペインフーズフェア」
モレーナフラメンコスタジオ・藤井かおるフラメンコスタジオ

ＳＣＳミュージカル研究所・グルーポ　ナオダ
藤崎本館サンモール側特設会場 2,200

10/8
杜の都信用金庫「県民ロビースペシャルコンサート」

「モレーナフラメンコライブ」
モレーナフラメンコスタジオ（フラメンコ）
岩根　聡（ギター），織田　洋美（歌）

宮城県庁１階ロビー 800

10/21 ホテルモントレ仙台

10/22 エル・ヒラソル二日町店

10/10 ホテルモントレ仙台

10/13 仙台ロイヤルパークホテル

10/15 レストランぴぁ

10/19 仙台ロイヤルパークホテル

10/29 デュッカ仙台駅前店

117スペイン音楽ミニコンサート「フラメンコ」
小原　覚（ギター），井上　泉・ダビッド（歌）

村上直子・小野　美奈子・大江　督子・川俣　春恵，ナオミ（フラメンコ）

スペイン音楽ミニコンサート
「スペインンギター」

日本スペインギター協会東北支部
若生　智彦，吉田　修，佐々木　由美，窪　利崇，新井　康史

大日　琳太郎（朗読）
295



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趣旨に沿った事業を共催事業として実施
しました。 

期間 11月1日（土）～12月14日（日） 
主催 宮城県美術館 
ジャン・フランソワ・ミレーは家族や近しい人たち、大地と自然、
そこに根ざして生きる農民や動物たちなど自らが愛情と共感
を注いだものたちを題材に、暖かさと尊厳を備えた作品を描
きました。国内外の名品による生誕200年を記念した回顧展
を行いました。 

期間 8月6日（水）～10月19日（日） 
主催 宮城県美術館 
1950年代後半から今日まで第一線を走り続ける写真家・篠山
紀信の国内初の大規模な美術館巡回展を開催しました。彼
の撮影してきた膨大な写真の中から厳選した「人々」のポート
レートを圧倒的なスケールで展示しました。 

期間 12月18日（木）～12月21日（日） 
主催 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 
高齢者の文化活動として、創作による美術作品（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。 

生誕200年ミレー展 愛しきものたちへのまなざし 

篠山紀信展 写真力 

 第22回宮城シニア美術展 

宮城県民会館開館50周年記念 宮城フィル復刻演奏会 

 仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏会 

  

宮城県民会館開館50周年記念 寺久保エレナクァルテット 

みやぎアートファミリアの日 

期間 9月4日（木） 
主催 公益財団法人宮城県文化振興財団 
開館50周年を記念誌、開館当初に県民会館をフランチャイズして
いた宮城フィルハーモニー管弦楽団の復刻演奏会を開催しました。 

主催 公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団 
 
○定期演奏会  
期間  9月26日（金）～27日（土）  
    10月24日（金）～25日（土） 
    11月28日（金）～29日（土） 
 
○地方音楽会 
期間  2月7日（土）気仙沼市民会館 
     2月8日（日）七ヶ浜国際村 
     2月11日（水）大和町まほろばホール 
     2月22日（日）蔵王町ふるさと文化会館 
 
昨年創立40周年を迎え、新たな一歩を踏み出す2014年度は新しい
レパートリーの挑戦など魅力的なプログラムをお届けしました。 

期間 9月7日（日） 
主催 公益財団法人宮城県文化振興財団 
期待の若手ジャズサックス奏者 寺久保エレナがクァルテットで来
日し、公演を行いました。ゲスト出演として、石巻ジュニアジャズ
オーケストラSwing Liberty Piratesを迎え共演しました。 

  共催事業 

期間 11月1日（土） 
主催 公益財団法人宮城県文化振興財団・公益社団法人
宮城県芸術協会 
県芸術協会の洋楽・邦楽（三曲・長唄）の会員を中心に大邸から
の訪問団、一般県民を含めた50周年記念合唱団及びオーケスト
ラを出演者とする4部構成の記念コンサート公演を行いました。 

期間 11月3日（月祝） 
主催 公益財団法人宮城県文化振興財団 
全館を開放し，アートの親しんでもらう企画を開催しました。公募
の県民による「ファミリアコンサート」や、折り紙・絵本の読み聞か
せ、ミュージカル・落語・手工芸・伝統芸能の体験等を行いました。 

■ 東北各地（青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県） 

毎年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。平成26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25日（土） ・26日（日）  及び 10月25日（土）～11月23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） 

■ 宮城県美術館 

■ 県内各地 

■ 東京エレクトロンホール宮城 

宮城県民会館・宮城県芸術協会創立50周年記念事業  

  仙台・大邱国際交流事業「半世紀の精華」 

９ GEIJUTSU GINGA 

日立システムズ 
ホール仙台 

 

東北文化の日 



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。 

宮城県文化協会連絡協議会が主催する本事業は今年で１８回目を迎えました。今回は気仙沼市を会場に、「青い空 リ
アスの海 はまなすの里に  文化の香り」をテーマに県内各地からの展示作品や舞台演目が集結し、盛大に開催されま
した。 

  協賛事業 

■ 第51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。 

■ 第18回みやぎ県民文化祭 

１０ GEIJUTSU GINGA 

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、
　気仙沼・本吉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25日～26日
気仙沼市はまなすの館、本吉公
民館、本吉総合体育館

開催日・期間 場所

開会式 9月26日 せんだいメディアテーク

絵画展（公募の部） 9月26日～10月1日 せんだいメディアテーク

彫刻展・彫刻公募展 9月26日～10月1日 せんだいメディアテーク

華道展 9月26日～10月1日 せんだいメディアテーク

写真展・写真公募展 9月26日～10月1日 せんだいメディアテーク

書道展 10月3日～10月8日 せんだいメディアテーク

工芸展 10月3日～8日 せんだいメディアテーク

絵画展（会員展） 10月10日～15日 せんだいメディアテーク

絵画（役員50周年企画コーナー） 10月10日～15日 せんだいメディアテーク

文学散歩 9月30日・10月1日 新潟方面

茶会 10月12日・19日・26日 輪王寺

長唄演奏会 10月19日 仙台市民会館

文芸祭 10月25日 東京エレクトロンホール宮城

音楽会 11月8日 日立システムズホール仙台

工芸展柴田展 10月29日～11月3日 しばたの郷土館

絵画・書道展　東松島展 11月6日～10日 東松島コミュニティーセンター

閉会式 11月27日 ホテルメトロポリタン仙台

宮城県文芸年鑑 10月15日発行

芸術ふれあい広場Ⅳ 10月4日・5日 せんだいメディアテーク



■ 総合 

■ 美術 

■ 演劇 

■ 文芸 

１１ GEIJUTSU GINGA 

事業名 主催 実施日 会場

第44回気仙沼市民文化祭
気仙沼市文化協会

気仙沼市，気仙沼市教育委員会

10月12日

～11月30日

気仙沼中央公民館

唐桑体育館　他

第30回塩釜市芸術祭 塩釜市芸術文化協会
9月17日～21日

10月4日～5日
塩竈市民交流センター遊ホール

七ヶ浜町文化協会31周年記念

「第28回文化祭」
七ヶ浜町文化協会 10月26日 七ヶ浜国際村

第38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1日

　 ～2日

蔵王町ふるさと文化会館

(ございんホール）

第38回町民文化祭（山元町） 山元町文化協会
11月2日

　 ～3日

山元町中央公民館、勤労青少年ホー

ム、ふるさと伝承館ほか

第38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42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

事業名 主催 実施日 会場

第66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12日
 ～17日

せんだいメディアテーク

みやぎのタイムカプセルVol.1　熊耳耕年とその時代 福島美術館
10月1日
～11月24日

社団福祉法人共生福祉会福島美術館

平成26年度県民共済写真展 宮城県民共済生活協同組合
10月9日

　～19日
県民共済ビル1F　多目的ホール

第67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11日
　 ～16日

塩竈市生涯学習センター
「ふれあいエスプ塩竈」

平成26年度宮城県写真展 宮城県写真連盟
11月18日
　 ～23日

宮城県美術館　県民ギャラリー

事業名 主催 実施日 会場

芸術文化振興基金助成事業

登米祝祭劇場開館20周年記念事業

劇団ドリーム☆キッズ第12回ミュージカル公演

「ゴースト☆カーニバル！～真夜中の友達～」

（公財）登米文化振興財団
登米祝祭劇場子どもミュージカル劇団
「ドリーム☆キッズ」

登米市子ども会育成会連絡協議会

9月13日
　～14日

登米祝祭劇場

奥州戦国悲譚　花山寺 日本の物語制作委員会 10月7日 日立システムズホール仙台

二兎社「鴎外の怪談」　作・演出　永井　愛 えずこ芸術のまち創造実行委員会 11月1日
仙南芸術文化センター

（えずこホール）

事業名 主催 実施日 会場

第33回宮城県吟道連盟吟詠剣詩舞大会 宮城県吟道連盟 9月27日
太白区文化センター
（楽楽楽ホール）

第24回奥州涌谷金俳句全国大会
第24回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21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26日 多賀城市文化センター

第60回松島芭蕉祭並びに全国俳句大会
宮城県俳句協会、松島町、
(公財)宮城県文化振興財団

11月9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



■ 音楽 

■ 民俗芸能 

■ 洋舞 

  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 

１２ GEIJUTSU GINGA 

事業名 主催 実施日 会場

第24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13日

 ～14日
仙台市中心部

第7回まほろば音楽祭 大和町文化振興協会 9月14日
大和町ふれあい文化創造センター

（まほろばホール）

2014仙台オペラ協会第39回公演「後宮からの迷

走」
仙台オペラ協会

9月14日

 ～15日
東京エレクトロンホール宮城

宝くじ文化公演ミュンヘン・バッハ管弦楽団演奏会 えずこ芸術のまち創造実行委員会 10月2日
仙南芸術文化センター

（えずこホール）

第58回仙台三曲協会定期演奏会 仙台三曲協会 10月12日 仙台市民会館大ホール

大和駐屯地定期演奏会　まほろばコンサート2014
大和町文化振興協会
陸上自衛隊大和駐屯地

10月26日
大和町ふれあい文化創造センター
（まほろばホール）

日野皓正スペシャルライブvol.2
　with Guest　森川良子

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

第28回栗原市合唱祭 栗原市合唱連盟 11月16日
栗原市若柳総合文化センター
（ドリーム・パル）

えずこミュージック♪
アカデミーコンサート　18ｔｈ

えずこ芸術のまち創造実行委員会 11月30日
仙南芸術文化センター
（えずこホール）

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20日 登米町伝統芸能伝承館「森舞台」

第3回新相馬節全国大会
大内地区協議会

新相馬節全国大会実行委員会
9月21日 大内まちづくりセンター

第37回石巻・桃生・牡鹿地方神楽大会 石巻・桃生・牡鹿地方神楽保存会 10月12日 女川町立女川小学校屋内運動場

第24回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9日 登米市森公民館内

事業名 主催 実施日 会場

第51回芸術祭参加　第45回記念洋舞公演 宮城県洋舞団体連合会 11月23日 東京エレクトロンホール宮城



芸術銀河２０１４参加者一覧 

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 

発行 

計

市町村等との共同実施 1 5 20 56 1,900 1,956

小計 1 5 20 56 1,900 1,956

市町村等との共同実施 1 3 4 13 141 154

小計 1 3 4 13 141 154

市町村等との共同実施 1 14 55 168 4,721 4,889

アウトリーチ普及事業 1 4 5 18 479 497

小計 2 16 60 186 5,200 5,386

みやぎ芸術銀河作品展 1 1 1 9 1,125 1,134

忘れないための被災地キャラバン 1 5 1 6 29 35

みやぎ発信劇場スペシャル 1 1 9 110 3,606 3,716

若い音楽家のためのオーケストラ・ワークショップ 1 1 1 35 600 635

主催事業　　計 8 23 96 415 12 ,601 13 ,016

計

15 17 58 1,081 188,973 190,054

※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。

51 17 111 15,933 827,685 843,618

74 33 265 17,429 1,029,259 1,046,688

　　　主催事業 事業数
開催

市町村数
開催

会場数

参加者数

出演（品）者数 参加者数

舞台ワークショップ

美術ワークショップ

音楽アウトリーチ

　　　共催事業 事業数 開催会場数
参加者数

出演（品）者数 参加者数

　　　協賛事業 事業数 市町村数 開催会場数
参加者数

出演（品）者数

市町村数

参加者数

　　　合　　 計 事業数 市町村数 開催会場数
出演（品）者数 参加者数


