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篠山紀信展 写真力［～10月19日（日）］

みやぎ芸術銀河作品展［～24日（日）］

6日（水）

19日（火）

宮城県民会館開館50周年記念 宮城フィル復刻演奏会

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

第66回 毎日書道展東北仙台展［～17日（水）］

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～」［・14日（日）］

第24回 定禅寺ストリートジャズフェスティバルin仙台
［・14日（日）］

第7回 まほろば音楽祭

2014仙台オペラ協会第39回公演 
「後宮からの逃走」［・15日（月・祝）］

第30回塩釜市芸術文化祭記念事業 特別展示
［～21日（日）］

登米秋まつり 登米薪能

第3回 新相馬節全国大会

第51回宮城県芸術祭［～11月10日（月）］
仙台フィルハーモニー管弦楽団
第285回定期演奏会［・27日（土）］

第33回 宮城県吟道連盟 吟詠剣詩舞大会

第24回 奥州涌谷金俳句全国大会
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16日（日）

18日（火）

23日（日）

28日（金）

30日（日）

生誕200年 ミレー展
愛しきものたちへのまなざし［～12月14日（日）］

宮城県民会館・宮城県芸術協会50周年記念コンサート
「半世紀の精華」

二兎社「鷗外の怪談」

第38回 蔵王町文化祭［・2日（日）］

第38回 町民文化祭(山元町)［・3日（月・祝）］

第38回 涌谷町町民文化祭［・3日（月・祝）］

みやぎアートファミリアの日

第42回 文化祭（多賀城市）

伊達なおいとこ踊り宮城大会［・9日（日）］

第60回 松島芭蕉祭並びに全国俳句大会

第67回 塩竈市美術展［～16日（日）］

日野皓正 スペシャルライブvol.2 with Guest 森山良子

第28回 栗原市合唱祭

平成26年度 宮城県写真展［～23日（日）］

第51回 芸術祭参加 第45回記念洋舞公演

仙台フィルハーモニー管弦楽団
第287回定期演奏会［・29日（土）］

えずこミュージック♪アカデミーコンサート 18ｔｈ

第22回 宮城シニア美術展［～21日（日）］18日（木）

12月 December

みやぎのタイムカプセル Vol.1
熊耳耕年とその時代［～11月24日（月・祝）］

宝くじ文化公演 ミュンヘン・バッハ管弦楽団演奏会

第44回 気仙沼市民文化祭［～11月30日（日）］

第３０回 塩釜市芸術文化祭［・5日（日）］

奥州戦国悲譚 花山寺

「杜の都信用金庫『県民スペシャルコンサート』」
～慶長遣欧使節出帆400年記念事業
｢スペインフェスティバル｣～『モレーナスペシャルライブ』
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平成26年度 県民共済写真展［～19日（日）］

第58回 仙台三曲協会定期演奏会

第37回 石巻・桃生・牡鹿地方神楽大会

杜の都信用金庫『県民ロビーコンサート』300回記念
フェスティバル・オーケストラ

仙台フィルハーモニー管弦楽団
第286回定期演奏会［・25日（土）］

第18回 みやぎ県民文化祭［・26日（日）］

第21回 「壺の碑」全国俳句大会

大和駐屯地定期演奏会 まほろばコンサート2014

七ヶ浜町文化協会31周年記念「第28回文化祭」

9日（木）

12日（日）

12日（日）

22日（水）

24日（金）

25日（土）

26日（日）

26日（日）

26日（日）

主催事業 共催事業 協賛事業

重点期間：2014年9月＞ 11月

みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会

みやぎ県民文化創造の祭典

EVENT GUIDE
イベ ント ガ イド

芸術銀河2014

主　　催

主催事業

（宮城県、宮城県教育委員会、公益社団法人宮城県芸術協会、宮城県文化協会連絡協議会、
宮城県市長会、宮城県町村会、公益財団法人宮城県文化振興財団）

共催事業 10イベント 　51協賛事業 イベント
※日時等変更される場合がございますので、事前にお問い合せ先にご確認ください。

■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　　■みやぎ芸術銀河作品
■みやぎ発信劇場（フラメンコ）　■フェスティバル・オケ



曲  目：ベートーヴェン交響曲第７番他
指  揮：梅田俊明
　　　（前・仙台フィル常任指揮者）
ピアノ：及川浩治
　　　（登米市出身）

♪ ♪♪
♪♪♪

美術ワークショップ
県内で活躍している美術家を講師に迎え、学校や公民
館などで自分で作品を作り、新たな美を発見するワーク
ショップを行います。

第22回 宮城シニア美術展

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

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、曲に
まつわる話題や、楽器を奏でる体験などを参加者に提供
し、音楽を通して講師と参加者が楽しいひとときを過ご
すアウトリーチを行います。また、ホールでのコンサート
も実施します。

会　場：宮城県美術館
期　日：8月19日（火）～24日（日）
時　間：9：30～17：00 （最終日16：00閉場）
主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会

会　場：宮城県庁１階ロビー
期　日：10月22日（水）
時　間：12：15～12：45
主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会、宮城県

平成25年度宮城県芸術選奨を受賞された方の作品を
展示します。
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宮城県民会館・宮城県芸術協会
50周年記念コンサート「半世紀の精華」

会　場：仙台市
期　日：９月～１０月
主　催：みやぎ県民文化創造の祭

典実行委員会
慶長遣欧使節出帆400年
記念事業実行委員会

出　演：モレーナフラメンコスタジオ
ほか

スペインフェスティバル
支倉常長ら慶長遣欧使節が
スペインに上陸してから今年
で400年を迎えることを記念
し、スペインの文化を代表する
「フラメンコ」や「スパニッシュ
ギター」を披露します。

毎月第４水曜日に宮城県庁ロビーで開催している「杜の
都信用金庫『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
を披露します。

フェスティバル・オーケストラ

県民ギャラリー

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。

県民会館・芸術協会創立50周年を記念し、半世紀の活動を県民の方々に広くア
ピールすることを目的に、三部で構成されたバラエティーに富んだ魅力的な舞台で
す。また、第二部には韓国大邱市から来仙する芸術家による演奏が組み込まれます。

篠山紀信展 写真力
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
（1940年生）の国内初の大規模な美術館巡回個展です。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、「写真力」を世に問います。

生誕200年 ミレー展
愛しきものたちへのまなざし

期　日：11月1日（土）～12月14日（日）     時　間：9：30～17：00
観覧料：前売り券　一般1,300円　学生1,100円　小･中･高校生600円
　　　 当 日 券　一般1,500円　学生1,300円　小･中･高校生800円
問合せ：宮城県美術館　TEL：022-211-2111　FAX：022-211-2115

ジャン・フランソワ・ミレー（1814-75）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です。

第285回定期演奏会
仙台フィルハーモニー管弦楽団

期　日：9月26日（金）・27日（土）
時　間：26日 19：00～21：00　   27日 15：00～17：00

チェンバロ演奏の第一人者・曽根麻矢子と、指揮に下野竜也を迎え、バッハ
の名協奏曲とブルックナーをお楽しみいただきます。東日本大震災のため延
期となった公演の実現となります。

みやぎアートファミリアの日
宮城県等が主催する「東北文化の日」と連携し、東京エレクトロンホール宮
城をまる1日無料で楽しんでいただきます。大ホールではアマチュアの方々
の楽器演奏や朗読の発表。会議室では子供たちを対象とした工作のワー
クショップなど、楽しいイベントが盛り沢山。

宮城県民会館開館50周年記念
宮城フィル復刻演奏会

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
定禅寺通りで毎年秋に開催される
「定禅寺ストリートジャズフェス
ティバル」のプレ・イベントとして、
弱冠22歳の気鋭の若手アルトサッ
クス・プレイヤー、寺久保エレナ率
いるジャズクァルテットのライブを
開催いたします。熱い演奏を心ゆく
までご堪能ください。

宮城県民会館の開館50周年を記念し、開館当初
に当館を活動拠点と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いたします。

入場料：S席5,000円（ユース2,000円） A席4,500円（ユース1,500円） Z席2,000円    問合せ：公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団   TEL：022-225-3934　FAX：022-225-4238全て共通

問合せ：公益財団法人宮城県文化振興財団　TEL：022-225-8641　FAX：022-223-8728全て共通

期　日：8月6日（水）～10月19日（日）     時　間：9：30～17：00
観覧料：前売り券　一般1,100円　学生   900円　小･中･高校生500円
　　　 当 日 券　一般1,200円　学生1,000円　小･中･高校生600円
問合せ：宮城県美術館　TEL：022-211-2111　FAX：022-211-2115

期　日：9月4日（木）
時　間：19：00～21：00
入場料：S席 3,000円     A席 2,500円    B席 2,000円    学生席 1,500円

期　日：11月1日（土）    時　間：15：00～19：00
入場料：指定席 1,500円     自由席 1,000円

期　日：11月3日（月・祝）    時　間：10：00～16：00
入場料：無料

期　日：9月7日（日）
時　間：16：00～18：00
入場料：指定席 1,000円

第287回定期演奏会
首席客演指揮者小泉和裕と、ピアノにジャン＝フィリップ・コラールを迎え､
ベートーヴェンとR．シュトラウスを取り上げます。緻密なアンサンブルが求
められる難曲をお楽しみいただきます。

期　日：11月28日（金）・29日（土）
時　間：28日 19：00～21：00　   29日 15：00～17：00

第286回定期演奏会

期　日：10月24日（金）・25日（土）
時　間：24日 19：00～21：00　   25日 15：00～17：00

常任指揮者パスカル・ヴェロの指揮で、チェロに宮田大を迎え、ドヴォル
ザークのチェロ協奏曲と、プロコフィエフの交響曲第５番をお届けします。

期　日：12月18日（木）～21日（日）
時　間：10：00～16：30（最終日15：00）
入場料：無料
問合せ：社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
           TEL：022-223-1171   FAX：022-223 -1151
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曲  目：ベートーヴェン交響曲第７番他
指  揮：梅田俊明
　　　（前・仙台フィル常任指揮者）
ピアノ：及川浩治
　　　（登米市出身）

♪ ♪♪
♪♪♪

美術ワークショップ
県内で活躍している美術家を講師に迎え、学校や公民
館などで自分で作品を作り、新たな美を発見するワーク
ショップを行います。

第22回 宮城シニア美術展

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

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、曲に
まつわる話題や、楽器を奏でる体験などを参加者に提供
し、音楽を通して講師と参加者が楽しいひとときを過ご
すアウトリーチを行います。また、ホールでのコンサート
も実施します。

会　場：宮城県美術館
期　日：8月19日（火）～24日（日）
時　間：9：30～17：00 （最終日16：00閉場）
主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会

会　場：宮城県庁１階ロビー
期　日：10月22日（水）
時　間：12：15～12：45
主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会、宮城県

平成25年度宮城県芸術選奨を受賞された方の作品を
展示します。
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宮城県民会館・宮城県芸術協会
50周年記念コンサート「半世紀の精華」

会　場：仙台市
期　日：９月～１０月
主　催：みやぎ県民文化創造の祭

典実行委員会
慶長遣欧使節出帆400年
記念事業実行委員会

出　演：モレーナフラメンコスタジオ
ほか

スペインフェスティバル
支倉常長ら慶長遣欧使節が
スペインに上陸してから今年
で400年を迎えることを記念
し、スペインの文化を代表する
「フラメンコ」や「スパニッシュ
ギター」を披露します。

毎月第４水曜日に宮城県庁ロビーで開催している「杜の
都信用金庫『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
を披露します。

フェスティバル・オーケストラ

県民ギャラリー

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。

県民会館・芸術協会創立50周年を記念し、半世紀の活動を県民の方々に広くア
ピールすることを目的に、三部で構成されたバラエティーに富んだ魅力的な舞台で
す。また、第二部には韓国大邱市から来仙する芸術家による演奏が組み込まれます。

篠山紀信展 写真力
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
（1940年生）の国内初の大規模な美術館巡回個展です。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、「写真力」を世に問います。

生誕200年 ミレー展
愛しきものたちへのまなざし

期　日：11月1日（土）～12月14日（日）     時　間：9：30～17：00
観覧料：前売り券　一般1,300円　学生1,100円　小･中･高校生600円
　　　 当 日 券　一般1,500円　学生1,300円　小･中･高校生800円
問合せ：宮城県美術館　TEL：022-211-2111　FAX：022-211-2115

ジャン・フランソワ・ミレー（1814-75）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です。

第285回定期演奏会
仙台フィルハーモニー管弦楽団

期　日：9月26日（金）・27日（土）
時　間：26日 19：00～21：00　   27日 15：00～17：00

チェンバロ演奏の第一人者・曽根麻矢子と、指揮に下野竜也を迎え、バッハ
の名協奏曲とブルックナーをお楽しみいただきます。東日本大震災のため延
期となった公演の実現となります。

みやぎアートファミリアの日
宮城県等が主催する「東北文化の日」と連携し、東京エレクトロンホール宮
城をまる1日無料で楽しんでいただきます。大ホールではアマチュアの方々
の楽器演奏や朗読の発表。会議室では子供たちを対象とした工作のワー
クショップなど、楽しいイベントが盛り沢山。

宮城県民会館開館50周年記念
宮城フィル復刻演奏会

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
定禅寺通りで毎年秋に開催される
「定禅寺ストリートジャズフェス
ティバル」のプレ・イベントとして、
弱冠22歳の気鋭の若手アルトサッ
クス・プレイヤー、寺久保エレナ率
いるジャズクァルテットのライブを
開催いたします。熱い演奏を心ゆく
までご堪能ください。

宮城県民会館の開館50周年を記念し、開館当初
に当館を活動拠点と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いたします。

入場料：S席5,000円（ユース2,000円） A席4,500円（ユース1,500円） Z席2,000円    問合せ：公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団   TEL：022-225-3934　FAX：022-225-4238全て共通

問合せ：公益財団法人宮城県文化振興財団　TEL：022-225-8641　FAX：022-223-8728全て共通

期　日：8月6日（水）～10月19日（日）     時　間：9：30～17：00
観覧料：前売り券　一般1,100円　学生   900円　小･中･高校生500円
　　　 当 日 券　一般1,200円　学生1,000円　小･中･高校生600円
問合せ：宮城県美術館　TEL：022-211-2111　FAX：022-211-2115

期　日：9月4日（木）
時　間：19：00～21：00
入場料：S席 3,000円     A席 2,500円    B席 2,000円    学生席 1,500円

期　日：11月1日（土）    時　間：15：00～19：00
入場料：指定席 1,500円     自由席 1,000円

期　日：11月3日（月・祝）    時　間：10：00～16：00
入場料：無料

期　日：9月7日（日）
時　間：16：00～18：00
入場料：指定席 1,000円

第287回定期演奏会
首席客演指揮者小泉和裕と、ピアノにジャン＝フィリップ・コラールを迎え､
ベートーヴェンとR．シュトラウスを取り上げます。緻密なアンサンブルが求
められる難曲をお楽しみいただきます。

期　日：11月28日（金）・29日（土）
時　間：28日 19：00～21：00　   29日 15：00～17：00

第286回定期演奏会

期　日：10月24日（金）・25日（土）
時　間：24日 19：00～21：00　   25日 15：00～17：00

常任指揮者パスカル・ヴェロの指揮で、チェロに宮田大を迎え、ドヴォル
ザークのチェロ協奏曲と、プロコフィエフの交響曲第５番をお届けします。

期　日：12月18日（木）～21日（日）
時　間：10：00～16：30（最終日15：00）
入場料：無料
問合せ：社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
           TEL：022-223-1171   FAX：022-223 -1151
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過去の様子

モレーナ氏

過去の様子

過去の様子

過去の様子
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スクエアを会場に、作品制作の実演
や音楽演奏などを行います

9月13日（土）・14日（日）
会　場：登米祝祭劇場大ホール
時　間：13日 18：00～19：30 14日 13：00～14：30
入場料：大人1,000円(当日1,200円)  小中校生500円、
　　　  大人・小中高生ペア1,300円（前売りのみ）、
           未就学児200円　
問合せ：公益財団法人登米文化振興財団
　　　  TEL：0220-22-0111
           FAX：0220-22-0115

登米市内の小中高生と地域
ボランティアらでつくる、子ど
もミュージカル公演です。
リックとおばけたちが星祭り
の夜に出会う、心の成長を描
いた物語。子どもも大人も楽
しめる舞台をお届けします。

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～」

10月7日（火）
会　場：日立システムズホール仙台
時　間：14：00～／19：00～
入場料：前売券 S席4,500円 A席3,500円
          当日券各500円増
問合せ：日本の物語制作委員会
　　　  TEL・FAX：022-285-3655

宮城県北部一迫地方を支配
した豪族・狩野家の伝承秘話
をもとに、長く封印されてきた
伊達家入城前夜の奥州戦国
史に光を当てた作品です。こ
れは演劇と音楽が一如となっ
たレクイエムでもあります。

奥州戦国悲譚　花山寺

11月1日（土）
会　場：えずこホール　大ホール
時　間：14：00～
入場料：1階席 一般4,000円 学生2,000円
            ２階席 一般3,000円
            学生1,500円（当日各500円増）
問合せ：えずこホール（仙南芸術文化センター）
　　　 TEL：0224-52-3004
          FAX：0224-51-1130

文学者にして官僚「到底調和
できない二つの頭脳」を持ち、
激動の時代を生きた森鷗
外。そこに、迷いや苦悩、矛盾
は無かったのか？日本を代表
する文豪の人間像の秘密に
迫る意欲作です。

二兎社「鷗外の怪談」　作・演出/永井愛

演劇

第51回 宮城県芸術祭

ジャンル別 協賛事業ガイド

　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51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18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18回目
を迎えます。今回は｢青い空、リアスの海、はまなすの里に文化の香り｣をテーマに舞
台や、展示で文化芸術の輪を一層広げ、復興の後押しとなるよう盛り上げます。

問合せ：公益社団法人宮城県芸術協会　TEL：022-261-7055　FAX：022-214-5184

●展示部門：県内各地から出展された書道、絵画、写真、短歌、俳句、川柳　等
●舞台部門：各地区の特色ある舞台演目を発表

みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河 2014

期　日：10月25日（土）・26日（日） 
時　間：10：00～14：30
会　場：気仙沼市
　　　   本吉町はまなすホール、本吉公民館、
　　      本吉総合体育館
問合せ：宮城県文化協会連絡協議会
　　    （気仙沼本吉地区文化協会連絡協議会事務局）
           TEL：0226-22-3442
           FAX：0226-23-0943

（  （

美術

文芸

第66回 毎日書道展東北仙台展
9月12日（金）～17日（水）

会　場：せんだいメディアテーク５・６階
時　間：10:00～18:00
          12日（10:30開場） 17日（16:00閉場）
入場料：大人700円　大学生以下無料
問合せ：毎日書道展東北仙台展事務局
           （毎日新聞仙台支局）
　　　  TEL：022-222-5972
           FAX：022-222-6048

日本最大規模の公募書道展
｢毎日書道展｣の巡回展(計
10都市)の1つです。漢字、か
な、近代詩文書、大字書、篆
刻、刻字、前衛書の７部門で、
本県在住者の入賞・入選作
品など約1,000点を展示し
ます。

第67回 塩竈市美術展
11月11日（火）～16日（日）

会　場：塩竈市生涯学習センター
          「ふれあいエスプ塩竈」
時　間：10：00～18：00 
                 （15日 17:00まで  16日 15:00まで）
入場料：無料
問合せ：塩竈市美術展実行委員会事務局
　　　  TEL：022-365-3341
           FAX：022-365-3342

洋画、日本画、書道の一般公
募展です。今年で第67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。

平成26年度 県民共済写真展
10月9日（木）～19日（日）

会　場：県民共済ビル１F多目的ホール
時　間：9：00～17：00
入場料：無料
問合せ：宮城県民共済生活協同組合
　　　  TEL：022-374-4588
　　　  FAX：022-374-4586

宮城県内にお住まいの方々
から応募された作品の中か
ら、写真評論家「飯沢耕太郎
氏」による審査で選出された
600点余りを、県民共済１F
多目的ホールを会場に展示
会を行います。

みやぎのタイムカプセルVol.1 熊耳耕年とその時代
10月1日（水）～11月24日（月・祝）

会　場：福島美術館
時　間：9：00～16：30
入場料：一般300円　学生200円
　　　 高校生以下、70歳以上、障がい者の方は無料
問合せ：社会福祉法人共生福祉会福島美術館
　　　  TEL：022-266-1535
　　　  FAX：022-266-1536

地方からの発信・第一弾とし
て仙台の近代の作家・熊耳
耕年の作品を紹介します。東
京で学んだ近代の風俗画は
「芭蕉の辻図」で開花します。
郷土の人も驚く耕年の幅広
い作品をお楽しみください。

平成26年度 宮城県写真展
11月18日（火）～23日（日）

会　場：宮城県美術館県民ギャラリー
時　間：9：30～17：00（最終日12：00）
入場料：無料
問合せ：宮城県写真連盟
　　　  TEL：022-256-2141
　　　  FAX：022-256-2142

宮城県の写真文化高揚と、
写真芸術の可能性を発見・
創造する事を目的として広く
県民に写真を公募し、平成
26年9月14日（日）に写真
家・米美知子氏による公開審
査を行います。

第33回 宮城県吟道連盟 吟詠剣詩舞大会
9月27日（土）

会　場：太白区文化センター（楽楽楽ホール）
時　間：9：30～15：30
入場料：無料
問合せ：宮城県吟道連盟
　　　  TEL・FAX：022-243-2635 

県内5会派の会員による、漢
詩・短歌・俳句等を、合吟・連
吟・独吟等で吟じ、剣詩舞等
の演舞をします。剣詩舞道の
伝統継承と、文化振興の発
展に寄与します。

第21回 「壺の碑」全国俳句大会
10月26日（日）

会　場：多賀城市文化センター
時　間：10：00～16：30
投句料：兼題の部3句1組1,000円
　　　 大会当日嘱目吟参加費1,000円
問合せ：「壺の碑」全国俳句大会実行委員会
　　　  TEL・FAX：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、
俳誌「阿蘇」主宰岩岡中正先
生をお迎えして、講演会を行
います。

第60回 松島芭蕉祭並びに全国俳句大会
11月9日（日）

会　場：10：00芭蕉祭法要
            松島町瑞巖寺陽徳院本堂
            13：00俳句大会
　　　　松島町文化観光交流館
時　間：10：00～16：00
入場料：事前投句(兼題)3句一組 1,000円
          当日投句(兼題)1句 1,500円
問合せ：宮城県俳句協会
　　　  TEL・FAX：022-353-3201

俳聖・松尾芭蕉の法要を営
み、併せて全国俳句大会を催
し、俳句文芸を通じて地域の
文化向上を図ります。当日は
招聘選者結社｢草樹｣代表・
宇多喜代子氏、詩人及び歌
人・高橋睦郎氏、地元・高野
ムツオ氏他5名の選評があり
ます。

第24回 奥州涌谷金俳句全国大会
9月28日（日）

会　場：涌谷町B＆G海洋センター体育館 黄金山神社
時　間：9：00～15：30
応募料：3句1組 1,000円 当日参加費1,000円
問合せ：奥州涌谷金俳句全国大会実行委員会
　　　  TEL：0229-43-3001
           FAX：0229-43-3536

全国から俳句の作品を募集
し、優秀な作品を表彰すると
ともに、広く俳句愛好家の参
加を得て、交流の輪を広げま
す。大会当日は、黄金山神社で
の吟行、席題募集のほか高野
ムツオ氏の講演があります。

くがね

くま  がみ  こう  ねん

絵画展（公募の部）

彫刻展・彫刻公募展

華道展

写真展・写真公募展

書道展

工芸展

絵画展（会員展）

絵画（50周年企画展）

文学散歩

茶会

「宮城県文芸年鑑」発行

長唄演奏会

文芸祭

音楽会

工芸展柴田展

絵画・書道展東松島展

９月２６日（金）～10月1日（水）

９月２６日（金）～10月1日（水）

９月２６日（金）～10月1日（水）

９月２６日（金）～10月1日（水）

10月3日（金）～8日（水）

10月3日（金）～8日（水）

10月10日（金）～15日（水）

10月10日（金）～15日（水）

9月30日（火）・10月1日（水）

10月12日（日）・19日（日）・26日（日）

10月15日（水）

10月19日（日）

10月25日（土）

11月8日（土）

10月25日（土）～30日（木）

11月6日（木）～10日（月）

せんだいメディアテーク6F

せんだいメディアテーク６F

せんだいメディアテーク5F

せんだいメディアテーク５F

せんだいメディアテーク５F・６F

せんだいメディアテーク５F

せんだいメディアテーク５F・６F

せんだいメディアテーク５F

新潟方面

輪王寺

－

仙台市民会館

東京エレクトロンホール宮城

日立システムズホール仙台

しばたの郷土館

東松島市コミュニティーセンター

参加費24,000円

茶席料1,500円

定価3,000円

入場料1,000円

入場無料

入場料1,000円

入場無料

入場無料

入場料
一般
500円
大学生・割引
250円

事業名 期日 会場 入場料等

芸術協会
創立50周年記念事業
「芸協ふれあい広場パートⅣ」

10月4日（土）・5日（日）
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スクエアを会場に、作品制作の実演
や音楽演奏などを行います

9月13日（土）・14日（日）
会　場：登米祝祭劇場大ホール
時　間：13日 18：00～19：30 14日 13：00～14：30
入場料：大人1,000円(当日1,200円)  小中校生500円、
　　　  大人・小中高生ペア1,300円（前売りのみ）、
           未就学児200円　
問合せ：公益財団法人登米文化振興財団
　　　  TEL：0220-22-0111
           FAX：0220-22-0115

登米市内の小中高生と地域
ボランティアらでつくる、子ど
もミュージカル公演です。
リックとおばけたちが星祭り
の夜に出会う、心の成長を描
いた物語。子どもも大人も楽
しめる舞台をお届けします。

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～」

10月7日（火）
会　場：日立システムズホール仙台
時　間：14：00～／19：00～
入場料：前売券 S席4,500円 A席3,500円
          当日券各500円増
問合せ：日本の物語制作委員会
　　　  TEL・FAX：022-285-3655

宮城県北部一迫地方を支配
した豪族・狩野家の伝承秘話
をもとに、長く封印されてきた
伊達家入城前夜の奥州戦国
史に光を当てた作品です。こ
れは演劇と音楽が一如となっ
たレクイエムでもあります。

奥州戦国悲譚　花山寺

11月1日（土）
会　場：えずこホール　大ホール
時　間：14：00～
入場料：1階席 一般4,000円 学生2,000円
            ２階席 一般3,000円
            学生1,500円（当日各500円増）
問合せ：えずこホール（仙南芸術文化センター）
　　　 TEL：0224-52-3004
          FAX：0224-51-1130

文学者にして官僚「到底調和
できない二つの頭脳」を持ち、
激動の時代を生きた森鷗
外。そこに、迷いや苦悩、矛盾
は無かったのか？日本を代表
する文豪の人間像の秘密に
迫る意欲作です。

二兎社「鷗外の怪談」　作・演出/永井愛

演劇

第51回 宮城県芸術祭

ジャンル別 協賛事業ガイド

　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51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18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18回目
を迎えます。今回は｢青い空、リアスの海、はまなすの里に文化の香り｣をテーマに舞
台や、展示で文化芸術の輪を一層広げ、復興の後押しとなるよう盛り上げます。

問合せ：公益社団法人宮城県芸術協会　TEL：022-261-7055　FAX：022-214-5184

●展示部門：県内各地から出展された書道、絵画、写真、短歌、俳句、川柳　等
●舞台部門：各地区の特色ある舞台演目を発表

みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河 2014

期　日：10月25日（土）・26日（日） 
時　間：10：00～14：30
会　場：気仙沼市
　　　   本吉町はまなすホール、本吉公民館、
　　      本吉総合体育館
問合せ：宮城県文化協会連絡協議会
　　    （気仙沼本吉地区文化協会連絡協議会事務局）
           TEL：0226-22-3442
           FAX：0226-23-0943

（  （

美術

文芸

第66回 毎日書道展東北仙台展
9月12日（金）～17日（水）

会　場：せんだいメディアテーク５・６階
時　間：10:00～18:00
          12日（10:30開場） 17日（16:00閉場）
入場料：大人700円　大学生以下無料
問合せ：毎日書道展東北仙台展事務局
           （毎日新聞仙台支局）
　　　  TEL：022-222-5972
           FAX：022-222-6048

日本最大規模の公募書道展
｢毎日書道展｣の巡回展(計
10都市)の1つです。漢字、か
な、近代詩文書、大字書、篆
刻、刻字、前衛書の７部門で、
本県在住者の入賞・入選作
品など約1,000点を展示し
ます。

第67回 塩竈市美術展
11月11日（火）～16日（日）

会　場：塩竈市生涯学習センター
          「ふれあいエスプ塩竈」
時　間：10：00～18：00 
                 （15日 17:00まで  16日 15:00まで）
入場料：無料
問合せ：塩竈市美術展実行委員会事務局
　　　  TEL：022-365-3341
           FAX：022-365-3342

洋画、日本画、書道の一般公
募展です。今年で第67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。

平成26年度 県民共済写真展
10月9日（木）～19日（日）

会　場：県民共済ビル１F多目的ホール
時　間：9：00～17：00
入場料：無料
問合せ：宮城県民共済生活協同組合
　　　  TEL：022-374-4588
　　　  FAX：022-374-4586

宮城県内にお住まいの方々
から応募された作品の中か
ら、写真評論家「飯沢耕太郎
氏」による審査で選出された
600点余りを、県民共済１F
多目的ホールを会場に展示
会を行います。

みやぎのタイムカプセルVol.1 熊耳耕年とその時代
10月1日（水）～11月24日（月・祝）

会　場：福島美術館
時　間：9：00～16：30
入場料：一般300円　学生200円
　　　 高校生以下、70歳以上、障がい者の方は無料
問合せ：社会福祉法人共生福祉会福島美術館
　　　  TEL：022-266-1535
　　　  FAX：022-266-1536

地方からの発信・第一弾とし
て仙台の近代の作家・熊耳
耕年の作品を紹介します。東
京で学んだ近代の風俗画は
「芭蕉の辻図」で開花します。
郷土の人も驚く耕年の幅広
い作品をお楽しみください。

平成26年度 宮城県写真展
11月18日（火）～23日（日）

会　場：宮城県美術館県民ギャラリー
時　間：9：30～17：00（最終日12：00）
入場料：無料
問合せ：宮城県写真連盟
　　　  TEL：022-256-2141
　　　  FAX：022-256-2142

宮城県の写真文化高揚と、
写真芸術の可能性を発見・
創造する事を目的として広く
県民に写真を公募し、平成
26年9月14日（日）に写真
家・米美知子氏による公開審
査を行います。

第33回 宮城県吟道連盟 吟詠剣詩舞大会
9月27日（土）

会　場：太白区文化センター（楽楽楽ホール）
時　間：9：30～15：30
入場料：無料
問合せ：宮城県吟道連盟
　　　  TEL・FAX：022-243-2635 

県内5会派の会員による、漢
詩・短歌・俳句等を、合吟・連
吟・独吟等で吟じ、剣詩舞等
の演舞をします。剣詩舞道の
伝統継承と、文化振興の発
展に寄与します。

第21回 「壺の碑」全国俳句大会
10月26日（日）

会　場：多賀城市文化センター
時　間：10：00～16：30
投句料：兼題の部3句1組1,000円
　　　 大会当日嘱目吟参加費1,000円
問合せ：「壺の碑」全国俳句大会実行委員会
　　　  TEL・FAX：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、
俳誌「阿蘇」主宰岩岡中正先
生をお迎えして、講演会を行
います。

第60回 松島芭蕉祭並びに全国俳句大会
11月9日（日）

会　場：10：00芭蕉祭法要
            松島町瑞巖寺陽徳院本堂
            13：00俳句大会
　　　　松島町文化観光交流館
時　間：10：00～16：00
入場料：事前投句(兼題)3句一組 1,000円
          当日投句(兼題)1句 1,500円
問合せ：宮城県俳句協会
　　　  TEL・FAX：022-353-3201

俳聖・松尾芭蕉の法要を営
み、併せて全国俳句大会を催
し、俳句文芸を通じて地域の
文化向上を図ります。当日は
招聘選者結社｢草樹｣代表・
宇多喜代子氏、詩人及び歌
人・高橋睦郎氏、地元・高野
ムツオ氏他5名の選評があり
ます。

第24回 奥州涌谷金俳句全国大会
9月28日（日）

会　場：涌谷町B＆G海洋センター体育館 黄金山神社
時　間：9：00～15：30
応募料：3句1組 1,000円 当日参加費1,000円
問合せ：奥州涌谷金俳句全国大会実行委員会
　　　  TEL：0229-43-3001
           FAX：0229-43-3536

全国から俳句の作品を募集
し、優秀な作品を表彰すると
ともに、広く俳句愛好家の参
加を得て、交流の輪を広げま
す。大会当日は、黄金山神社で
の吟行、席題募集のほか高野
ムツオ氏の講演があります。

くがね

くま  がみ  こう  ねん

絵画展（公募の部）

彫刻展・彫刻公募展

華道展

写真展・写真公募展

書道展

工芸展

絵画展（会員展）

絵画（50周年企画展）

文学散歩

茶会

「宮城県文芸年鑑」発行

長唄演奏会

文芸祭

音楽会

工芸展柴田展

絵画・書道展東松島展

９月２６日（金）～10月1日（水）

９月２６日（金）～10月1日（水）

９月２６日（金）～10月1日（水）

９月２６日（金）～10月1日（水）

10月3日（金）～8日（水）

10月3日（金）～8日（水）

10月10日（金）～15日（水）

10月10日（金）～15日（水）

9月30日（火）・10月1日（水）

10月12日（日）・19日（日）・26日（日）

10月15日（水）

10月19日（日）

10月25日（土）

11月8日（土）

10月25日（土）～30日（木）

11月6日（木）～10日（月）

せんだいメディアテーク6F

せんだいメディアテーク６F

せんだいメディアテーク5F

せんだいメディアテーク５F

せんだいメディアテーク５F・６F

せんだいメディアテーク５F

せんだいメディアテーク５F・６F

せんだいメディアテーク５F

新潟方面

輪王寺

－

仙台市民会館

東京エレクトロンホール宮城

日立システムズホール仙台

しばたの郷土館

東松島市コミュニティーセンター

参加費24,000円

茶席料1,500円

定価3,000円

入場料1,000円

入場無料

入場料1,000円

入場無料

入場無料

入場料
一般
500円
大学生・割引
250円

事業名 期日 会場 入場料等

芸術協会
創立50周年記念事業
「芸協ふれあい広場パートⅣ」

10月4日（土）・5日（日）

G
EIJU

T
SU
 G
IN
G
A
 2014

3

協
賛
事
業



　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、そ
して協賛事業として県内各地で実施していきます。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
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音楽

洋舞

総合

芸芸術術
銀銀河河

第51回 芸術祭参加第45回記念洋舞公演
11月23日（日）

会　場：東京エレクトロンホール宮城
時　間：13：30～16：30
入場料：2,500円
問合せ：宮城県洋舞団体連合会事務局
          （佐取純子モダンバレエスタジオ）
　　　  TEL：022-712-1730

今回は連合45回記念公演で
す。クラシック3団体の合同作
品、モダン2団体と3団体の
合同2作品のほか、第9回コ
ンペティション第1位入賞者
6名の演技も披露します。

第30回 塩釜市芸術文化祭
10月4日（土）・5日（日）

会　場：塩竈市民交流センター壱番館
           ５階 遊ホール 等
時　間：10：00～17：00
入場料：展示・舞台部門共通500円
問合せ：塩釜市芸術文化協会事務局
　　　  TEL：022-365-3341
           FAX：022-365-3342

港町塩竈市の芸術の秋を飾
る塩釜市民文化祭は今年で
30回の節目を迎えます。舞台
では舞踊団体合同による日
本舞踊を、また、展示では「杉
村惇、佐藤鬼房特別展」を行
い、これまで以上に華やかに
開催します。

第30回 記念事業 特別展示
9月17日（水）～21日（日）

会場：ふれあいエスプ塩竈 エスプホール
時間：10：00～18：00（土日17：00）

七ヶ浜町文化協会31周年記念 「第28回文化祭」
10月26日（日）

会　場：七ヶ浜国際村
時　間：10：00～16：00
入場料：無料
問合せ：七ヶ浜文化協会
　　　  TEL・FAX：022-365-5362

三方が海に囲まれた、風光明
媚な潮騒の町ならではの色彩
豊かな芸術文化を七ヶ浜町文
化協会創立31周年を記念し、
展示、舞台部の加盟団体及び
町内芸術文化関係者の協力
を得て開催します。

第38回 町民文化祭(山元町)
11月2日（日）・3日（月・祝）

会　場：山元町中央公民館、勤労青年ホーム、
             ふるさと伝承館ほか
時　間：10：00～16：00
入場料：無料
問合せ：山元町文化協会
　　　  TEL：090-5592-5556
           FAX：0223-37-0119

町民の文化活動の場として、
文化協会加盟団体による絵
画や書道、盆栽などの作品
展示や、囲碁や将棋のフリー
対局、ダンス、民謡、コーラス
などのステージ発表が行わ
れます。

第38回 涌谷町町民文化祭
11月2日（日）・3日（月・祝）

会　場：涌谷町勤労福祉センター
時　間：9：00～
入場料：無料
問合せ：涌谷町生涯学習課 生涯学習班
　　　  TEL：0229-43-3001
           FAX：0229-43-3536

町内の芸術文化協会加盟団
体や公民館自主サークル、町
民の方々が、日頃の文化活
動の成果を発表します。

第42回 文化祭（多賀城市）
11月3日（月・祝）

会　場：多賀城市文化センター内
　　　 （市民会館・中央公民館）
時　間：10：00～15：30
入場料：500円
問合せ：多賀城市芸術文化協会
　　　  TEL：022-364-1490

42回目を迎える文化祭は、
舞台部門と展示部門併せ
て、約30種目の成果を発表
するほか、茶席、体験コー
ナー、伝統文化こども教室な
ど多彩な催しを実施します。

第44回 気仙沼市民文化祭
10月3日（金）～11月30日（日）

会　場：気仙沼中央公民館、唐桑体育館 ほか
時　間：10：00～
          舞台15：00まで 展示17：00まで
入場料：無料
問合せ：気仙沼市文化協会
　　　  TEL：0226-22-6600(内線124) 
           FAX：0226-23-0943

｢活かそう伸ばそう市民の文
化祭｣をモットーに気仙沼・
唐桑両地区の舞台、展示部
門等合わせて30団体が日
頃の練習や創作、研究の成
果を発表し、多くの市民の心
に｢潤い｣と｢癒し｣を提供し
ます。

第38回 蔵王町文化祭
11月1日（土）・2日（日）

会　場：蔵王町ふるさと文化会館
          （ございんホール）
時　間：9：00～19：00（最終日15：00）
入場料：無料
問合せ：蔵王町文化協会事務局
　　　  TEL：0224-33-2018
           FAX：0224-33-2019

町内の文化協会加盟団体・
公民館の主催事業や、自主
サークル、一般町民の方々が
日頃の文化活動の成果を発
表します。

大和駐屯地定期演奏会　まほろばコンサート2014
10月26日（日）

会　場：大和町ふれあい文化創造センター
           (まほろばホール)
時　間：15：00～
入場料：無料
問合せ：大和町文化振興協会
　　　  TEL：022-344-4401
           FAX：022-347-1501

陸上自衛隊第六音楽隊出演
のコンサートです。地元大和
中学校との合同演奏会もあ
ります。流行している曲や子
供でも楽しめる曲などが演
奏されます。

第28回 栗原市合唱祭
11月16日（日）

会　場：若柳総合文化センター
           （ドリーム・パル）
時　間：12：30～16：00
入場料：無料
問合せ：栗原市合唱連盟事務局
　　　  TEL・FAX：0228-42-2889 

栗原市内で活動する合唱団
が年1回集い、お互いの合唱
を聞くことを通して親睦を深
めます。この活動が栗原市そ
して宮城県全体の音楽文化
の向上に貢献できることを
願って開催しています。

日野皓正 スペシャルライブvol.2 with Guest 森山良子
11月11日（火）

会　場：えずこホール　大ホール
時　間：19：00～
入場料：一般4,000円　学生2,000円
　　　 （当日各500円増）
問合せ：えずこホール（仙南芸術文化センター）
　　　  TEL：0224-52-3004
           FAX：0224-51-1130

世界のトランペッター“ヒノテ
ル”こと“日野皓正”が日本を
代表するシンガー“森山良
子”を迎え、ジャジーでおとな
のひとときを綴るスペシャル
な時間。とびきりステキなひ
とときをお過ごしください。

えずこミュージック♪アカデミーコンサート 18ｔｈ
11月30日（日）

会　場：えずこホール　大ホール
時　間：13：30～
入場料：全席自由500円（当日600円）
問合せ：えずこホール（仙南芸術文化センター）
　　　  TEL：0224-52-3004
           FAX：0224-51-1130

えずこホールを拠点に活動す
る５つの音楽・住民グループ
（弦楽合奏、ゴスペル、ギ
ター、男声合唱、吹奏楽）によ
る合同演奏会。クラシックか
らポップス、現代曲まで、幅広
いジャンルでお届けします。

第24回 定禅寺ストリートジャズフェスティバルin仙台
9月13日（土）・14日（日）

会　場：仙台市中心部
             (仙台市青葉区、一番町、国分町、本町、中央ほか)
時　間：11：00～20：00
入場料：無料
問合せ：定禅寺ストリートジャズ
            フェスティバル実行委員会
　　　  TEL：022-722-7382
           FAX：022-722-8461

仙台の街をステージにした音
楽祭。全国より約700グルー
プが集結します。期間中は
ジャズ、ロック、ポップス、ゴス
ペルなどあらゆるジャンルの
音楽が街中に溢れます。

第7回 まほろば音楽祭
9月14日（日）

会　場：大和町ふれあい文化創造センター
           (まほろばホール)
時　間：13：30～
入場料：無料
問合せ：大和町文化振興協会
　　　  TEL：022-344-4401
           FAX：022-347-1501

町内で活躍している吹奏楽
部やコーラス隊など、ジャン
ルや世代を超えた音楽愛好
団体によるコンサートを開催
します。

2014 仙台オペラ協会 第39回公演 「後宮からの逃走」
9月14日（日）・15日（月・祝）

会　場：東京エレクトロンホール宮城
時　間：14：00～17：00
入場料：SS席10,000円   S席7,000円
           A席6,000円    B席4,500円
           C席3,000円    学生席2,500円
           小中学生は全席半額、
           会員はS・A10％引き
問合せ：仙台オペラ協会
　　　  TEL・FAX：022-264-2883

モーツァルト五大オペラのひ
とつで最も若い時期に作曲
された作品です。国内でもあ
まり上演されていないこの作
品を宮城で初めて(と思われ
る)上演します。
指揮演出：末廣誠
管弦楽：仙台フィル

宝くじ文化公演 ミュンヘン・バッハ管弦楽団演奏会
10月2日（木）

会　場：えずこホール　大ホール
時　間：19：00～
入場料：一般1,５００円 学生1,０００円
          （当日各５００円増）
問合せ：えずこホール（仙南芸術文化センター）
　　　  TEL：0224-52-3004
           FAX：0224-51-1130

カール・リヒターにより設立
され、ドイツ・ミュンヘンを拠
点とした演奏活動で、瞬く間
に世界的地位を築き上げた
由緒あるオーケストラ。珠玉
の名曲、「ブランデンブルク
協奏曲」をお届けします。

第58回 仙台三曲協会定期演奏会
10月12日（日）

会　場：仙台市民会館大ホール
時　間：11：00～16：00
入場料：1,500円
問合せ：仙台三曲協会
　　　  TEL：022-372-3370

仙台三曲協会は県内の箏、三
絃、尺八の演奏者で組織さ
れ、邦楽の演奏技能向上と普
及を目的としています。一般の
方々にも鑑賞していただくよ
うに年1回の定期演奏会を開
催しています。

みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河 2014

民俗・伝統芸能
登米秋まつり　登米薪能
9月20日（土）

会　場：登米町伝統芸能伝承館｢森舞台｣
時　間：17：00～20：30
入場料：A席2,500円 B席1,500円
問合せ：株式会社とよま振興公社
　　　  TEL：0220-52-5566
           FAX：0220-52-2630

宮城県無形民俗文化財｢登
米能｣をとよま薪能として演
能します。260年の伝統を受
け継ぎ、アマチュアで演能で
きるのは県内唯一で貴重な
存在です。

第3回 新相馬節全国大会
9月21日（日）

会　場：丸森町大内
               （大内まちづくりセンター内）
時　間：9：00～17：00
入場料：前売り券1,000円  当日券1,500円
問合せ：新相馬節全国大会実行委員会事務局
　　　 TEL：0224-79-2004
          FAX：0224-73-3008

民謡の父として活躍された初
代・鈴木正夫先生が愛唱し、
全国に広めた「新相馬節」を
讃えるため、生誕地・大内で
新相馬節全国大会を開催
し、この謡の伝統を守り次世
代に継承し民謡の底辺の拡
大を図ります。

第37回 石巻・桃生・牡鹿地方神楽大会
10月12日（日）

会　場：女川町立女川小学校屋内運動場
時　間：9：30～
入場料：前売券1,000円  当日券1,200円
問合せ：石巻・桃生・牡鹿地方神楽保存会
          （女川町教育委員会生涯学習課生涯学習係）
　　　  TEL：0225-53-2295
           FAX：0225-53-3152

古くから伝承されてきた民俗
芸能である神楽は貴重な文
化遺産と言えます。石巻地方
には特色ある神楽が継承さ
れてきました。本大会は、神
楽の振興と保存を図るため
に開催しています。

伊達なおいとこ踊り宮城大会
11月8日（土）・9日（日）

会　場：森公民館　特設ステージ
時　間：10：00～17：00
入場料：無料
問合せ：登米市森公民館内
　　　  TEL：0220-22-8387
           FAX：0220-22-8365

古くから東北地方で唄い踊
り継がれてきた｢おいとこ｣
は、時代とともにその影が薄
れつつある今日、本大会を通
して、おいとこの心を受け継
ぎ、｢奥州森邑十三講秋祭り｣
とあわせて開催します。



　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、そ
して協賛事業として県内各地で実施していきます。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
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総合

芸芸術術
銀銀河河

第51回 芸術祭参加第45回記念洋舞公演
11月23日（日）

会　場：東京エレクトロンホール宮城
時　間：13：30～16：30
入場料：2,500円
問合せ：宮城県洋舞団体連合会事務局
          （佐取純子モダンバレエスタジオ）
　　　  TEL：022-712-1730

今回は連合45回記念公演で
す。クラシック3団体の合同作
品、モダン2団体と3団体の
合同2作品のほか、第9回コ
ンペティション第1位入賞者
6名の演技も披露します。

第30回 塩釜市芸術文化祭
10月4日（土）・5日（日）

会　場：塩竈市民交流センター壱番館
           ５階 遊ホール 等
時　間：10：00～17：00
入場料：展示・舞台部門共通500円
問合せ：塩釜市芸術文化協会事務局
　　　  TEL：022-365-3341
           FAX：022-365-3342

港町塩竈市の芸術の秋を飾
る塩釜市民文化祭は今年で
30回の節目を迎えます。舞台
では舞踊団体合同による日
本舞踊を、また、展示では「杉
村惇、佐藤鬼房特別展」を行
い、これまで以上に華やかに
開催します。

第30回 記念事業 特別展示
9月17日（水）～21日（日）

会場：ふれあいエスプ塩竈 エスプホール
時間：10：00～18：00（土日17：00）

七ヶ浜町文化協会31周年記念 「第28回文化祭」
10月26日（日）

会　場：七ヶ浜国際村
時　間：10：00～16：00
入場料：無料
問合せ：七ヶ浜文化協会
　　　  TEL・FAX：022-365-5362

三方が海に囲まれた、風光明
媚な潮騒の町ならではの色彩
豊かな芸術文化を七ヶ浜町文
化協会創立31周年を記念し、
展示、舞台部の加盟団体及び
町内芸術文化関係者の協力
を得て開催します。

第38回 町民文化祭(山元町)
11月2日（日）・3日（月・祝）

会　場：山元町中央公民館、勤労青年ホーム、
             ふるさと伝承館ほか
時　間：10：00～16：00
入場料：無料
問合せ：山元町文化協会
　　　  TEL：090-5592-5556
           FAX：0223-37-0119

町民の文化活動の場として、
文化協会加盟団体による絵
画や書道、盆栽などの作品
展示や、囲碁や将棋のフリー
対局、ダンス、民謡、コーラス
などのステージ発表が行わ
れます。

第38回 涌谷町町民文化祭
11月2日（日）・3日（月・祝）

会　場：涌谷町勤労福祉センター
時　間：9：00～
入場料：無料
問合せ：涌谷町生涯学習課 生涯学習班
　　　  TEL：0229-43-3001
           FAX：0229-43-3536

町内の芸術文化協会加盟団
体や公民館自主サークル、町
民の方々が、日頃の文化活
動の成果を発表します。

第42回 文化祭（多賀城市）
11月3日（月・祝）

会　場：多賀城市文化センター内
　　　 （市民会館・中央公民館）
時　間：10：00～15：30
入場料：500円
問合せ：多賀城市芸術文化協会
　　　  TEL：022-364-1490

42回目を迎える文化祭は、
舞台部門と展示部門併せ
て、約30種目の成果を発表
するほか、茶席、体験コー
ナー、伝統文化こども教室な
ど多彩な催しを実施します。

第44回 気仙沼市民文化祭
10月3日（金）～11月30日（日）

会　場：気仙沼中央公民館、唐桑体育館 ほか
時　間：10：00～
          舞台15：00まで 展示17：00まで
入場料：無料
問合せ：気仙沼市文化協会
　　　  TEL：0226-22-6600(内線124) 
           FAX：0226-23-0943

｢活かそう伸ばそう市民の文
化祭｣をモットーに気仙沼・
唐桑両地区の舞台、展示部
門等合わせて30団体が日
頃の練習や創作、研究の成
果を発表し、多くの市民の心
に｢潤い｣と｢癒し｣を提供し
ます。

第38回 蔵王町文化祭
11月1日（土）・2日（日）

会　場：蔵王町ふるさと文化会館
          （ございんホール）
時　間：9：00～19：00（最終日15：00）
入場料：無料
問合せ：蔵王町文化協会事務局
　　　  TEL：0224-33-2018
           FAX：0224-33-2019

町内の文化協会加盟団体・
公民館の主催事業や、自主
サークル、一般町民の方々が
日頃の文化活動の成果を発
表します。

大和駐屯地定期演奏会　まほろばコンサート2014
10月26日（日）

会　場：大和町ふれあい文化創造センター
           (まほろばホール)
時　間：15：00～
入場料：無料
問合せ：大和町文化振興協会
　　　  TEL：022-344-4401
           FAX：022-347-1501

陸上自衛隊第六音楽隊出演
のコンサートです。地元大和
中学校との合同演奏会もあ
ります。流行している曲や子
供でも楽しめる曲などが演
奏されます。

第28回 栗原市合唱祭
11月16日（日）

会　場：若柳総合文化センター
           （ドリーム・パル）
時　間：12：30～16：00
入場料：無料
問合せ：栗原市合唱連盟事務局
　　　  TEL・FAX：0228-42-2889 

栗原市内で活動する合唱団
が年1回集い、お互いの合唱
を聞くことを通して親睦を深
めます。この活動が栗原市そ
して宮城県全体の音楽文化
の向上に貢献できることを
願って開催しています。

日野皓正 スペシャルライブvol.2 with Guest 森山良子
11月11日（火）

会　場：えずこホール　大ホール
時　間：19：00～
入場料：一般4,000円　学生2,000円
　　　 （当日各500円増）
問合せ：えずこホール（仙南芸術文化センター）
　　　  TEL：0224-52-3004
           FAX：0224-51-1130

世界のトランペッター“ヒノテ
ル”こと“日野皓正”が日本を
代表するシンガー“森山良
子”を迎え、ジャジーでおとな
のひとときを綴るスペシャル
な時間。とびきりステキなひ
とときをお過ごしください。

えずこミュージック♪アカデミーコンサート 18ｔｈ
11月30日（日）

会　場：えずこホール　大ホール
時　間：13：30～
入場料：全席自由500円（当日600円）
問合せ：えずこホール（仙南芸術文化センター）
　　　  TEL：0224-52-3004
           FAX：0224-51-1130

えずこホールを拠点に活動す
る５つの音楽・住民グループ
（弦楽合奏、ゴスペル、ギ
ター、男声合唱、吹奏楽）によ
る合同演奏会。クラシックか
らポップス、現代曲まで、幅広
いジャンルでお届けします。

第24回 定禅寺ストリートジャズフェスティバルin仙台
9月13日（土）・14日（日）

会　場：仙台市中心部
             (仙台市青葉区、一番町、国分町、本町、中央ほか)
時　間：11：00～20：00
入場料：無料
問合せ：定禅寺ストリートジャズ
            フェスティバル実行委員会
　　　  TEL：022-722-7382
           FAX：022-722-8461

仙台の街をステージにした音
楽祭。全国より約700グルー
プが集結します。期間中は
ジャズ、ロック、ポップス、ゴス
ペルなどあらゆるジャンルの
音楽が街中に溢れます。

第7回 まほろば音楽祭
9月14日（日）

会　場：大和町ふれあい文化創造センター
           (まほろばホール)
時　間：13：30～
入場料：無料
問合せ：大和町文化振興協会
　　　  TEL：022-344-4401
           FAX：022-347-1501

町内で活躍している吹奏楽
部やコーラス隊など、ジャン
ルや世代を超えた音楽愛好
団体によるコンサートを開催
します。

2014 仙台オペラ協会 第39回公演 「後宮からの逃走」
9月14日（日）・15日（月・祝）

会　場：東京エレクトロンホール宮城
時　間：14：00～17：00
入場料：SS席10,000円   S席7,000円
           A席6,000円    B席4,500円
           C席3,000円    学生席2,500円
           小中学生は全席半額、
           会員はS・A10％引き
問合せ：仙台オペラ協会
　　　  TEL・FAX：022-264-2883

モーツァルト五大オペラのひ
とつで最も若い時期に作曲
された作品です。国内でもあ
まり上演されていないこの作
品を宮城で初めて(と思われ
る)上演します。
指揮演出：末廣誠
管弦楽：仙台フィル

宝くじ文化公演 ミュンヘン・バッハ管弦楽団演奏会
10月2日（木）

会　場：えずこホール　大ホール
時　間：19：00～
入場料：一般1,５００円 学生1,０００円
          （当日各５００円増）
問合せ：えずこホール（仙南芸術文化センター）
　　　  TEL：0224-52-3004
           FAX：0224-51-1130

カール・リヒターにより設立
され、ドイツ・ミュンヘンを拠
点とした演奏活動で、瞬く間
に世界的地位を築き上げた
由緒あるオーケストラ。珠玉
の名曲、「ブランデンブルク
協奏曲」をお届けします。

第58回 仙台三曲協会定期演奏会
10月12日（日）

会　場：仙台市民会館大ホール
時　間：11：00～16：00
入場料：1,500円
問合せ：仙台三曲協会
　　　  TEL：022-372-3370

仙台三曲協会は県内の箏、三
絃、尺八の演奏者で組織さ
れ、邦楽の演奏技能向上と普
及を目的としています。一般の
方々にも鑑賞していただくよ
うに年1回の定期演奏会を開
催しています。

みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河 2014

民俗・伝統芸能
登米秋まつり　登米薪能
9月20日（土）

会　場：登米町伝統芸能伝承館｢森舞台｣
時　間：17：00～20：30
入場料：A席2,500円 B席1,500円
問合せ：株式会社とよま振興公社
　　　  TEL：0220-52-5566
           FAX：0220-52-2630

宮城県無形民俗文化財｢登
米能｣をとよま薪能として演
能します。260年の伝統を受
け継ぎ、アマチュアで演能で
きるのは県内唯一で貴重な
存在です。

第3回 新相馬節全国大会
9月21日（日）

会　場：丸森町大内
               （大内まちづくりセンター内）
時　間：9：00～17：00
入場料：前売り券1,000円  当日券1,500円
問合せ：新相馬節全国大会実行委員会事務局
　　　 TEL：0224-79-2004
          FAX：0224-73-3008

民謡の父として活躍された初
代・鈴木正夫先生が愛唱し、
全国に広めた「新相馬節」を
讃えるため、生誕地・大内で
新相馬節全国大会を開催
し、この謡の伝統を守り次世
代に継承し民謡の底辺の拡
大を図ります。

第37回 石巻・桃生・牡鹿地方神楽大会
10月12日（日）

会　場：女川町立女川小学校屋内運動場
時　間：9：30～
入場料：前売券1,000円  当日券1,200円
問合せ：石巻・桃生・牡鹿地方神楽保存会
          （女川町教育委員会生涯学習課生涯学習係）
　　　  TEL：0225-53-2295
           FAX：0225-53-3152

古くから伝承されてきた民俗
芸能である神楽は貴重な文
化遺産と言えます。石巻地方
には特色ある神楽が継承さ
れてきました。本大会は、神
楽の振興と保存を図るため
に開催しています。

伊達なおいとこ踊り宮城大会
11月8日（土）・9日（日）

会　場：森公民館　特設ステージ
時　間：10：00～17：00
入場料：無料
問合せ：登米市森公民館内
　　　  TEL：0220-22-8387
           FAX：0220-22-8365

古くから東北地方で唄い踊
り継がれてきた｢おいとこ｣
は、時代とともにその影が薄
れつつある今日、本大会を通
して、おいとこの心を受け継
ぎ、｢奥州森邑十三講秋祭り｣
とあわせて開催します。



問合せ先 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 http：//www.pref.miyagi.jp/syoubun/m-arts/

この印刷物は宝くじの収益金で
作成されています。

11月 November

10月 October

8月 August

9月 September

篠山紀信展 写真力［～10月19日（日）］

みやぎ芸術銀河作品展［～24日（日）］

6日（水）

19日（火）

宮城県民会館開館50周年記念 宮城フィル復刻演奏会

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

第66回 毎日書道展東北仙台展［～17日（水）］

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～」［・14日（日）］

第24回 定禅寺ストリートジャズフェスティバルin仙台
［・14日（日）］

第7回 まほろば音楽祭

2014仙台オペラ協会第39回公演 
「後宮からの逃走」［・15日（月・祝）］

第30回塩釜市芸術文化祭記念事業 特別展示
［～21日（日）］

登米秋まつり 登米薪能

第3回 新相馬節全国大会

第51回宮城県芸術祭［～11月10日（月）］
仙台フィルハーモニー管弦楽団
第285回定期演奏会［・27日（土）］

第33回 宮城県吟道連盟 吟詠剣詩舞大会

第24回 奥州涌谷金俳句全国大会

4日（木）

7日（日）

12日（金）

13日（土）
　
　
　

13日（土）

14日（日）

14日（日）

17日（水）

20日（土）

21日（日）

26日（金）

26日（金）

２7日（土）

２8日（日）

1日（土）

1日（土）

1日（土）

1日（土）

2日（日）

2日（日）

3日（月・祝）

3日（月・祝）

8日（土）

9日（日）

11日（火）

11日（火）

16日（日）

18日（火）

23日（日）

28日（金）

30日（日）

生誕200年 ミレー展
愛しきものたちへのまなざし［～12月14日（日）］

宮城県民会館・宮城県芸術協会50周年記念コンサート
「半世紀の精華」

二兎社「鷗外の怪談」

第38回 蔵王町文化祭［・2日（日）］

第38回 町民文化祭(山元町)［・3日（月・祝）］

第38回 涌谷町町民文化祭［・3日（月・祝）］

みやぎアートファミリアの日

第42回 文化祭（多賀城市）

伊達なおいとこ踊り宮城大会［・9日（日）］

第60回 松島芭蕉祭並びに全国俳句大会

第67回 塩竈市美術展［～16日（日）］

日野皓正 スペシャルライブvol.2 with Guest 森山良子

第28回 栗原市合唱祭

平成26年度 宮城県写真展［～23日（日）］

第51回 芸術祭参加 第45回記念洋舞公演

仙台フィルハーモニー管弦楽団
第287回定期演奏会［・29日（土）］

えずこミュージック♪アカデミーコンサート 18ｔｈ

第22回 宮城シニア美術展［～21日（日）］18日（木）

12月 December

みやぎのタイムカプセル Vol.1
熊耳耕年とその時代［～11月24日（月・祝）］

宝くじ文化公演 ミュンヘン・バッハ管弦楽団演奏会

第44回 気仙沼市民文化祭［～11月30日（日）］

第３０回 塩釜市芸術文化祭［・5日（日）］

奥州戦国悲譚 花山寺

「杜の都信用金庫『県民スペシャルコンサート』」
～慶長遣欧使節出帆400年記念事業
｢スペインフェスティバル｣～『モレーナスペシャルライブ』

1日（水）

2日（木）

3日（金）

4日（土）

7日（火）

8日（水）
　
　
　

平成26年度 県民共済写真展［～19日（日）］

第58回 仙台三曲協会定期演奏会

第37回 石巻・桃生・牡鹿地方神楽大会

杜の都信用金庫『県民ロビーコンサート』300回記念
フェスティバル・オーケストラ

仙台フィルハーモニー管弦楽団
第286回定期演奏会［・25日（土）］

第18回 みやぎ県民文化祭［・26日（日）］

第21回 「壺の碑」全国俳句大会

大和駐屯地定期演奏会 まほろばコンサート2014

七ヶ浜町文化協会31周年記念「第28回文化祭」

9日（木）

12日（日）

12日（日）

22日（水）

24日（金）

25日（土）

26日（日）

26日（日）

26日（日）

主催事業 共催事業 協賛事業

重点期間：2014年9月＞ 11月

みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会

みやぎ県民文化創造の祭典

EVENT GUIDE
イベ ント ガ イド

芸術銀河2014

主　　催

主催事業

（宮城県、宮城県教育委員会、公益社団法人宮城県芸術協会、宮城県文化協会連絡協議会、
宮城県市長会、宮城県町村会、公益財団法人宮城県文化振興財団）

共催事業 10イベント 　51協賛事業 イベント
※日時等変更される場合がございますので、事前にお問い合せ先にご確認ください。

■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　　■みやぎ芸術銀河作品
■みやぎ発信劇場（フラメンコ）　■フェスティバル・オケ


