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芸 術 銀 河
みやぎ県民文化創造の祭典

美術ワークショップ
舞台ワークショップ
音楽アウトリーチ
みやぎ芸術銀河美術展
みやぎ発信劇場
みやぎ芸術銀河文学展

主 催　みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会
　　　　　　　　・朝日新聞仙台総局・毎日新聞仙台支局・

読売新聞東北総局・産経新聞社東北総局・　　　  仙台放送局
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　　　　　　　　　・　　　　　　・宮城交通
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　心豊かで潤いのある生活には、身近なところで文化芸術に触れ、親しめる環境が不可欠です。また、豊かな
文化芸術は地域の大きな魅力でもあります。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を支援してきました。
　今年度は、市町村や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よ
う、音楽、美術、舞台芸術の各分野の体験型ワークショップを中心に主催事業を展開し、県内各地で延べ144
回実施いたしました。子どもたちをはじめ多くの参加者は、学校などの身近な場所で、芸術家と相互に交流を
行い、直接的に文化芸術のすばらしさを感じることができたと考えております。
　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100万人を超え、芸術の秋にふさわしい実り多きものになりました。
　今後とも、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ができ
るよう、文化芸術の振興に積極的に取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。
　最後になりますが、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21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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Aみやぎ芸術銀河美術展

主

催

事

業

Ⓐみやぎ芸術銀河美術展
開催日　平成２０年１２月１７日～２１日
場　所　東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）５階展示室（アートサロン）

宮城県芸術選奨、同新人賞（美術部門）を受賞した方々の作品を展示しました。

伊勢崎勝人（選奨：洋画），斎藤艸雨（選奨：書），佐藤淳一（選奨：写真），加藤千尋（新人賞：彫塑），鍋田尚男（新人賞：工芸）出　展

今年度芸術銀河主催の美術ワークショップを実施した講師自身の作品を、ワークショップの様子と併せて展示を行いました。

飯川知世，大江玲司，大林政夫，岡沢幸，岡田純子，日下育子，関本欣哉，長里子，峰岡順，八巻秀夫出　展

加藤千尋（ハイブリッド）

伊勢崎勝人（東北の秋　ほか） 斎藤艸雨（浮遊する権力の坐　ほか）　

佐藤淳一（Floodgate:茨戸川運河水門　ほか）

鍋田尚男（紬2008#5　ほか）

宮城県芸術選奨受賞者作品展

美術ワークショップ講師の作品展



主

催

事

業
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等身大の自分を描こう（大河原町中央公民館）

水鉄砲で絵を描いてみよう（閖上公民館） 脳いきいきアートワークショップ「粘土クロッキーをつくる」
（名取が丘公民館）

幻の紙　シルク和紙作画体験「豆屏風づくり」
（船岡小学校）

B美術ワークショップ

　参加者が身近な場所で、県内で活躍するアーティストと直接接し、少人数・体験型ワークショップ等により、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の企画は、アーティストから募集し、開催までの間に、会場地との打ち合わせを経て実施しました。
　また、今年度の美術ワークショップでは、一部ディレクション方式を導入し、企画から実施まで一貫して実施し、地域に密着
して展開しました。

B美術ワークショップ

セルフフォトコラージュ「自分を描こう」（日吉台公民館） 万華鏡の世界「手作りカレイドスコープ」
（美里町近代文学館）

ダンボールでお家をつくろう（鶯沢幼稚園）

願いをかなえる「ドリームキャッチャー」づくり
（大崎市田尻文化センター）

ＵＧ計画～キャラクター巨大紙相撲大会 石巻場所
（サン・ファン館）

星に願いを～アートでエコの大切さを学んじゃおう
（増田西公民館）

書の美（鳴瀬小学校） 毛糸のワークショップ（大河原小学校）
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主

催

事

業

B美術ワークショップ

開催日 会　場 ワークショップ名 講師名 市町村 主　催 参加者計
7/20 大和町公民館 ダンボールでお家をつくろう 大林政夫 大和町 大和町公民館 32
8/8 日吉台公民館 セルフフォトコラージュ「自分を描こう」 大江玲司 富谷町 日吉台公民館 33
8/10 登米祝祭劇場 万華鏡の世界「手作りカレイドスコープ」 峰岡　順 登米市 登米祝祭劇場 68
8/10 美里町近代文学館 万華鏡の世界「手作りカレイドスコープ」 峰岡　順 美里町 美里町近代文学館 31
8/24 ふれあいエスプ塩竈 親子で造って合体！ペーパーロボット 山本泰士 塩竈市 塩竈市教育委員会 31

9/6 気仙沼市民会館 脳いきいきアートワークショップ
「枯山水をつくる」 日下育子 気仙沼市 気仙沼市教育委員会 24

9/12 鶯沢幼稚園 ダンボールでお家をつくろう 大林政夫 栗原市 栗原市教育委員会 35

9/21 大崎市
田尻文化センター

願いをかなえる
「ドリームキャッチャー」づくり 岡田純子 大崎市 大崎市

田尻文化センター 17

9/22 松島町中央公民館 藍染めってなに？ 八巻秀夫 松島町 松島町中央公民館 22
9/27
10/18 七ッ森体験館 本格的な陶芸の体験 安部元博 大和町 大和町公民館 21

10/11 閖上公民館 水鉄砲で絵を描いてみよう 関本欣哉 名取市 名取市教育委員会 17
10/21 尾松幼稚園 ダンボールでお家をつくろう 大林政夫 栗原市 栗原市教育委員会 56

11/5
11/26 名取が丘公民館

脳いきいきアートワークショップ
「枯山水をつくる」
「粘土クロッキーをつくる」

日下育子 名取市 名取市教育委員会 36

11/6 大河原町中央公民館 等身大の自分を描こう 岡沢　幸 大河原町 大河原中央公民館 37

11/27 船岡小学校 幻の紙　シルク和紙作画体験
「豆屏風づくり」 飯川知世 柴田町 柴田町教育委員会 29

12/14 増田西公民館 等身大の自分を描こう 岡沢　幸 名取市 名取市教育委員会 17

開催日 会　場 ワークショップ名 講師名 市町村 主　催 参加者計

10/9 鳴子中学校 ＵＧ計画～お面ＤＥ似顔絵＠鳴子 タノタイガ 大崎市 実行委員会事務局
（ディレクション方式） 14

11/9 本町通商店街 ＵＧ計画～
ボクのワタシの大漁旗プロジェクト 門脇　篤 塩竈市 実行委員会事務局

（ディレクション方式） 34

11/16 サン・ファン館 ＵＧ計画～
キャラクター巨大紙相撲大会 石巻場所

KOSUGE1-16
村上タカシ 石巻市 実行委員会事務局

（ディレクション方式） 108

7/25 西中田コミュニティー
センター みえるヒカリ，みえないカタチ 斉藤道有 仙台市 実行委員会事務局（委託） 32

8/23 塩竈第二小学校 登校班のキーホルダーをつくろう 大沼剛宏
篠塚慶介 塩竈市 実行委員会事務局（委託） 385

10/18 増田西公民館 星に願いを～
アートでエコの大切さを学んじゃおう

すがわら
じゅんいち 名取市 実行委員会事務局（委託） 66

11/8 塩竈市図書館 版画交換会 長　里子 塩竈市 実行委員会事務局（委託） 13
11/13
12/17 子ども病院 セルフフォトコラージュ「自分を描こう」 大江玲司 仙台市 実行委員会事務局（委託） 14

11/22 ふれあいエスプ塩竈 再生紙で木を作ろう 増子よしひろ 塩竈市 実行委員会事務局（委託） 58

12/3 塩竈市立第一小学校 マイワールド×52人　
ひとりひとりがあつまったせかい 安達純子 塩竈市 実行委員会事務局（委託） 56

12/6 ビルドスペース 自分でつくる文房具～
色鉛筆セットをつくろう 佐藤真実 塩竈市 実行委員会事務局（委託） 15

12/9 まほろばホール 書の美 桶川大州 大和町 実行委員会事務局 25
1/25 やくらい文化センター 毛糸のワークショップ 門脇　篤 加美町 実行委員会事務局 18
2/5 大河原小学校 毛糸のワークショップ 門脇　篤 大河原町 実行委員会事務局 169
2/10 色麻小学校 なかよしゲートをつくろう 門脇　篤 色麻町 実行委員会事務局 46
2/10 鳴瀬小学校 書の美 桶川大州 加美町 実行委員会事務局 19

2/22 気仙沼市民会館 みんなでつくろう大漁箱＆天箱ワークショッ
プ 門脇　篤 気仙沼市 実行委員会事務局 32

3/13 宮崎中学校 書の美 桶川大州 加美町 実行委員会事務局 13

美術ワークショップ実施一覧表

市町村等との共同実施

事務局実施事業
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高校演劇サマーワークショップ（えずこホール）

C舞台ワークショップ

Ⓒ舞台ワークショップ

　普段はなかなか演劇やダンスなどの舞台芸術に触れる機会の少ない人たちが、体で表現する楽しみ、コミュニケーションの大切
さを実感しながら、舞台芸術に親しむことができるよう、アーティストを講師とした少人数のワークショップを開催しました。
　今年度は実行委員会事務局主催事業として「美女と野獣」に出演していた劇団四季の俳優を講師に、「美しい日本語の話し方」
のワークショップを開催しました。
　また、子どものころから伝統文化への興味、関心を引き出し、文化芸術に親しむことを目的として「わらべうたワークショップ」を
県内各地で開催しました。

人形劇舞台ワークショップ（パレットおおさき）

山田うんのダンスの楽しい時間（大張小学校）

劇団四季による舞台ワークショップ（東京エレクトロンホール宮城） わらべうたワークショップ（豊里保育園）

世界チャンピオン・ISOPPのブレイキング・ダンス（前川小学校）
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C舞台ワークショップ／みやぎ発信劇場

開催日 会　場 ワークショップ名 出演者名 市町村 主　催 参加者計

8/5～7 えずこホール 高校演劇サマーワークショップ
柏木陽
名郷根秀浩
菊池拓哉

大河原町 えずこホール 31

8/8，11，
12，27

えずこホール　
柴田小学校 ドラマ・イン・エデュケーション 倉品淳子 大河原町

柴田町 えずこホール 33

9/6～7 大崎生涯学習センター
（パレットおおさき） 人形劇舞台ワークショップ 人形芝居 燕屋

くすのき燕 大崎市 大崎生涯学習
センター 62

9/22，29 色麻小学校　
清水小学校 街頭紙芝居 小畑次郎　

橋浦あやの 色麻町 色麻町公民館 164

10/15～17 大張小学校　
大河原南小学校

山田うんのダンスの楽しい時間
（身体表現） 山田うん 丸森町

大河原町 えずこホール 65

10/25～26 塩竈市
浦戸ブルーセンター

ことばを踊る～山田うんダンス
ワークショップ（身体表現） 山田うん 塩竈市 塩竈市民図書館 7

10/27～28 前川小学校　
川崎小学校

世界チャンピオン・ISOPPの
ブレイキング・ダンス
（ブレイキング・ダンス）

ＩＳＯＰＰ 川崎町 えずこホール 88

開催日 会　場 ワークショップ名 出演者名 市町村 主　催 参加者計

10/29 富谷高校 ISOPPによるダンスワークショップ
（ブレイキング・ダンス） ＩＳＯＰＰ 富谷町 実行委員会事務局 27

10/30 仙台高校 ISOPPによるダンスワークショップ
（ブレイキング・ダンス） ＩＳＯＰＰ 仙台市 実行委員会事務局 16

12/1 榴ヶ岡児童館　
東京エレクトロンホール宮城

劇団四季による舞台ワークショップ
（美しい日本語の話し方） 劇団四季俳優 仙台市 実行委員会事務局 112

12/2 日吉台小学校 劇団四季による舞台ワークショップ
（美しい日本語の話し方） 劇団四季俳優 富谷町 実行委員会事務局 119

1/19 山元町北保育所 わらべうたワークショップ 佐藤雅子 山元町 実行委員会事務局 33

2/2 尾松小学校
尾松幼稚園 わらべうたワークショップ 佐藤雅子 栗原市 実行委員会事務局 89

2/4 涌谷第三小学校 わらべうたワークショップ 佐藤雅子 涌谷町 実行委員会事務局 19

2/24 多賀城市
西部児童センター わらべうたワークショップ 佐藤雅子 多賀城市 実行委員会事務局 27

2/27 豊里保育園 わらべうたワークショップ 佐藤雅子 登米市 実行委員会事務局 39
3/2 愛子保育所 わらべうたワークショップ 佐藤雅子 仙台市 実行委員会事務局 23
3/4 やくらい文化センター わらべうたワークショップ 佐藤雅子 加美町 実行委員会事務局 37
3/6 汐見保育所 わらべうたワークショップ 佐藤雅子 七ヶ浜町 実行委員会事務局 44

舞台ワークショップ実施一覧表

小説を聴く「死神の精度」（原作：伊坂幸太郎）
話題の短編小説「死神の精度」をFMパーソナリティ石垣
のりこさんと俳優の樋渡宏嗣さんが朗読しました。

開催日　平成２０年１１月１６日
場　所　宮城県美術館講堂
出　演　石垣のりこ、樋渡宏嗣
演　出　いとうみや
企画協力　仙台文学館

みやぎ発信劇場

市町村等との共同実施

事務局実施事業
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金ヶ瀬小学校

松ヶ浜小学校 七ヶ浜国際村ホール

村田町中央公民館

D音楽アウトリーチ

Ⓓ音楽アウトリーチ

　普段はなかなか音楽に触れることができない方々が、身近な場所で音楽に触れることができるよう、アーティストが学校や病院、
福祉施設等に出向き、少人数を対象として、アーティストとの双方向の交流を中心としたミニコンサートやワークショップを開催し
ました。生の演奏を間近で体験・実感しながら、音楽愛好者層の拡大を図ります。
　また、地域の公共ホールでは、アウトリーチを行ったアーティストによる芸術性の高いコンサートを開催しました。

不二が丘小学校 増田西小学校
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D音楽アウトリーチ

主

催

事

業
開催日 会　場 内　容 出演者名 市町村 主　催 参加者計

7/24～
11/20

えずこホール，村田町中央公民館，
金ヶ瀬小学校（大河原），桜小学校，
藤尾小学校（角田），筆甫小学校
（丸森）

ピアノ 田村　緑（ピアノ）

大河原町
村田町
角田市
丸森町

えずこホール 302

9/5～18
吉田小学校，落合小学校，
宮床小学校，吉岡小学校，
鶴巣小学校，小野小学校

和太鼓 佐藤三昭（和太鼓） 大和町 大和町まほろば
ホール 519

9/28～30
洞口家住宅，不二が丘小学校，
増田西児童センター，若竹園，
閖上公民館

ホルン
フルート
ピアノ

丸山　勉（ホルン）　
永井由比（フルート）
林　浩子（ピアノ）

名取市 名取市文化会館 308

11/6～9 ゆりが丘公民館，相互台公民館，
増田西小学校，名取市文化会館 木管五重奏 クインテット・アッシュ 名取市 名取市文化会館 344

　11/9 コンサート　音楽の散歩道 ～秋の小径～ 名取市文化会館中ホール

11/13～15
円田小学校，平沢小学校，
永野小学校，
小村崎コミュニティーセンター

ハープ 福島青衣子（ハープ） 蔵王町 蔵王町ふるさと文
化会館 362

　11/15 コンサート　福島青衣子ハープリサイタル 蔵王町ございんホール

11/26～29 はまなすホール，大谷小学校，
津谷中学校

声楽　
ピアノ

菅家奈津子（メゾ・ソプラノ）
久保田葉子（ピアノ） 本吉町 本吉町はまなす

ホール 252

　11/29 コンサート　菅家奈津子＆久保田葉子コンサート 本吉町はまなすホール

1/19～21 津山中学校，豊里小中学校，　
新田中学校 木管五重奏 クインテット・アッシュ 登米市 登米祝祭劇場 438

1/21～22 宝来小学校，高清水小学校，
大目小学校，瀬峰小学校 ジャズ Back To The Basic × 

Takeda Natsuko 栗原市 栗原市教育委員会 257

1/29～31 第一小学校，第二小学校
第三小学校，杏友園 ジャズ

坂田明（サクソフォン）　
黒田京子（ピアノ）　
バカボン鈴木（ベース）

塩竈市 塩竈市遊ホール 460

　1/31 コンサート　坂田明miiジャズライヴwith遊 塩竈市遊ホール

1/29～31 山下小学校，石巻小学校，
飯野川第二小学校，前谷地小学校

サクソフォン　
ピアノ

田中靖人（サクソフォン）　
沼田良子（ピアノ） 石巻市 石巻文化センター 458

　1/31 コンサート　田中靖人ミュージックギャラリー ～サクソフォンの魅力～ 石巻文化センター

2/19～21 松ヶ浜小学校
声楽　
ピアノ　
ヴァイオリン

大森智子（ソプラノ）
中川賢一（ピアノ）　
神谷未穂（ヴァイオリン）

七ヶ浜町 七ヶ浜国際村 283

　2/21 コンサート　まちに息づくクラシックⅤ 七ヶ浜国際村ホール

音楽アウトリーチ実施一覧表

市町村等との共同実施

音楽アウトリーチ　レクチャー＆コンサート

　市町村や公共ホールの職員、学校教員に加え、アーティスト
を対象として、音楽アウトリーチの目的や意義の紹介を行うため
開催しました。

開催日 平成２０年７月３０日
場　所 七ヶ浜国際村
出演者 菅家奈津子（メゾ・ソプラノ）・久保田葉子（ピアノ）
 【財団法人地域創造登録アーティスト】
レクチャー 水戸雅彦（仙南芸術文化センター所長）
参加者 46人
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D音楽アウトリーチ／／Eみやぎ芸術銀河文学展

Eみやぎ芸術銀河文学展

開催日 平成２０年９月３０日～１０月５日 
場　所 大崎市民ギャラリー「緒絶の館」
協　力 仙台文学館 
資料提供 美里町近代文学館，宮城県図書館
特別展示 菊田翠谷書《扇畑忠雄・利枝両先生のうた》

音楽アウトリーチ普及事業

　市町村や公共ホールが音楽アウトリーチを実施していない地域の学校を対象として、みやぎ芸術文化創造の祭典実行委員会が
財団法人宮城県文化振興財団と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。
　この事業では、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７組を派遣しています。

一迫小学校 築館小学校 若柳小学校

白鳥省吾や千葉亀雄など明治以降に活躍した本県にゆかりのある文学者をパネルで紹介しました。

みやぎの文学者パネル展

開催日 会　場 出演者名 市町村 主　催 参加者計

12/2～15 山王小学校
さくらのき（フルート，ピアノ）
デュオ・モンパルナス（ヴァイオリン，ピアノ）
仙台木管五重奏団

多賀城市 実行委員会事務局 381

12/5～1/21 光明養護学校
池田緋紗子（フルート）　
渡邉千晶（ピアノ）　
大吉（ソプラノ・ピアノ）

仙台市 実行委員会事務局 203

12/9～1/27 山下中学校 杜の弦楽四重奏団 山元町 実行委員会事務局 123

1/15～23 若柳小学校，築館小学校，　
鶯沢小学校，一迫小学校

仙台チェンバーアンサンブル
仙台木管五重奏団 栗原市 実行委員会事務局 332

美術ワークショップを気軽に体験できるよう、みやぎの文学者パネル展に併催して、
美術ワークショップ体験講座を開催しました。

開催日　平成２０年１０月４日～５日
  （講師の作品は９月３０日から展示）
場　所　大崎市民ギャラリー「緒絶の館」
講　師　飛び出すビルド！のワークショップ講師
　　　　大江玲司，大沼剛宏，篠塚慶介，
 すがわらじゅんいち，高田彩

 併催：美術ワークショップ体験講座（B）
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主催事業開催地MAP

B

BD

BCE

BCD

BC

BC

CD

D

BD

ABCD

BD

C

D

BCD

D

CD

BCD

CD

BCD

BC

D

BC

CD

B

B

C

仙台市
A みやぎ芸術銀河美術展
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ
C みやぎ発信劇場
D 音楽アウトリーチ普及事業

石巻市 
B 美術ワークショップ
D 音楽アウトリーチ

塩竈市
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ
D 音楽アウトリーチ

気仙沼市
B 美術ワークショップ

名取市
B 美術ワークショップ
D 音楽アウトリーチ

角田市
D 音楽アウトリーチ

多賀城市
C 舞台ワークショップ
D 音楽アウトリーチ普及事業

登米市
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ
D 音楽アウトリーチ

栗原市
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ
D 音楽アウトリーチ
D 音楽アウトリーチ普及事業

大崎市
B 美術ワークショップ
B 美術ワークショップ体験講座
C 舞台ワークショップ
E	 みやぎの文学者パネル展

蔵王町
D 音楽アウトリーチ

大河原町
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ
D 音楽アウトリーチ

村田町
D 音楽アウトリーチ

柴田町
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ

川崎町
C 舞台ワークショップ

丸森町
C 舞台ワークショップ
D 音楽アウトリーチ

山元町
C 舞台ワークショップ
D 音楽アウトリーチ普及事業

松島町
B 美術ワークショップ

七ヶ浜町
C 舞台ワークショップ
D 音楽アウトリーチ
D 音楽アウトリーチレクチャー＆コンサート

大和町
B 美術ワークショップ
D 音楽アウトリーチ

富谷町
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ

色麻町
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ

加美町
B 美術ワークショップ
C 舞台ワークショップ

涌谷町
C 舞台ワークショップ

美里町
B 美術ワークショップ

本吉町
D 音楽アウトリーチ

主催事業
開催地MA P
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仲道郁代ピアノリサイタル
　七ヶ浜国際村で毎年開催されている仲道郁代
のピアノ・リサイタル。2008年から8年連続でベー
トーヴェンのピアノ・ソナタ全曲演奏を実施するこ
ととなりました。今回は記念すべき第1回。第23番
「熱情」ほか全4曲を演奏しました。

期　日／8月24日
会　場／七ヶ浜国際村
主　催／財団法人宮城県文化振興財団

笑いの芸術「野村万作・萬斎 狂言公演」　
　毎年恒例となっている「万作・萬斎狂言
公演」。狂言界の第一人者、人間国宝・
野村万作と、ＮＨＫ教育テレビへの出演で
子供たちにも大人気の野村萬斎親子により、
「二人大名」「舟渡婿」の二本立てで奥深
い笑いの芸術をお送りしました。

期　日／9月2日　　会　場／東京エレクトロンホール宮城
主　催／財団法人宮城県文化振興財団

プラハ室内歌劇場「フィガロの結婚」
　プラハ室内歌劇場2年ぶりの来仙公演は、おなじみモーツアルトの名作、「フィ
ガロの結婚」です。今回は首席演出家による
プレトークがあり、作品についてのわかりや
すい解説をしていただきました。

期　日／9月15日
会　場／東京エレクトロンホール宮城
主　催／財団法人宮城県文化振興財団

けんみん1,000円コンサートin岩沼　及川浩治トリオBeeリサイタル
　県民の皆様により安い料金で素晴らしいコンサート
を楽しんでいただこうという企画の「けんみん1,000
円コンサート」。今回は宮城県出身の人気ピアニスト・
及川浩治の室内楽ユニット、“Ｂｅｅ”による情熱的な
演奏をお楽しみいただきました。

期　日／9月28日
会　場／岩沼市民会館
主　催／財団法人宮城県文化振興財団

宮城県慶長使節船ミュージアム特別展　ザ・ロープ帆船模型展
　　　～サン・ファン・バウティスタの仲間がやってきた～ 
　18世紀後半まで西洋では、帆船を建造する際、
設計図の代わりに縮尺模型が作られました。模
型は建造後に帆船発注者の館に飾られ、これが
帆船模型作りの起源になったと言われています。
今回は木製帆船模型制作の全国組織「ザ・ロー
プ」会員の作品を展示しました。

期　日／10月1日～12月25日　 　会　場／宮城県慶長使節船ミュージアム
主　催／宮城県慶長使節船ミュージアム

特別展「ウイーン美術史美術館所蔵　静物画の秘密」
　ウィーン美術史美術館は1891年、ヨーロッパ
最大の貴族ハプスブルク家のコレクションを一堂
に集め開館しました。世界有数の同館の所蔵品
によって、西洋絵画の一大ジャンルを成す静物画
の歴史を紹介し、その魅力の秘密に迫りました。

期　日／10月7日～12月14日
会　場／宮城県美術館
主　催／宮城県美術館

劇団四季ミュージカル　「美女と野獣」仙台公演
　「オペラ座の怪人」「キャッツ」に続く仙台での大型
ロングラン公演第３弾。ディズニー製作のアニメを舞
台化した作品で、ダイナミックなイリュージョンと美しい
旋律のナンバーが、ロマンティックな愛と夢の世界を彩
り、観る人の心を夢の世界に誘いました。

期　日／10月11日～1月25日
会　場／東京エレクトロンホール宮城
主　催／劇団四季ほか

ときめき市民コンサート　とめ市民合唱団＆仙台フィル
　地元・登米市で活躍する市民合唱団・とめ市
民合唱団が、宮城県を代表するプロ・オーケス
トラ・仙台フィルハーモニー管弦楽団と夢の共
演。童謡等、皆様に親しみやすい曲目を中心と
したプログラムでお送りしました。

期 日／11月9日　会 場／登米祝祭劇場　主 催／財団法人宮城県文化振興財団

浅野祥・柴田三兄弟 バトルライブ
　塩竈市出身で津軽三味線の全国大会に優勝した浅野
祥と、利府町出身の話題の三味線奏者、柴田三兄弟と
の夢のステージがついに実現！地元、塩竈ならではの豪
華な顔合わせで競演いたしました。

期　日／11月15日　　会　場／塩竈市民交流センター
主　催／財団法人宮城県文化振興財団

けんみん1,000円コンサートin登米　早川りさこ　ハープリサイタル
　ＮＨＫ交響楽団ハープ奏者で、宮城県では仙台クラシック
フェスティバルやアウトリーチコンサートで活躍している早川り
さこが初めて登米祝祭劇場でリサイタルを開催いたしました。
美しいハープの音色と楽しいトークをお楽しみいただきました。
期　日／11月20日　　会　場／登米祝祭劇場
主　催／財団法人宮城県文化振興財団

及川浩治＆仙台フィル　スペシャルコンサート
　宮城県出身の人気ピアニスト・及川浩治が、宮
城県を代表するプロ・オーケストラ、仙台フィル
ハーモニー管弦楽団と夢の共演。名曲、チャイコ
フスキーのピアノ協奏曲第1番やドヴォルザーク
交響曲第9番「新世界より」を披露いたしました。

［石巻会場］ 期　日／11月29日　　会　場／石巻市民会館
［大崎会場］ 期　日／11月30日　　会　場／大崎市民会館
主　催／財団法人宮城県文化振興財団

第１６回宮城シニア美術展
　高齢者の制作による作品（日本画・洋画・書・写真・工芸）の募集・展示を
通して、高齢者の文化活動を促し、ふれあいと生きがいづくりを促進するとと
もに、全国健康福祉祭（ねんりんピック）への宮城県代表作品を選考することを
目的に開催いたしました。
期　日／12月18日～21日　　会　場／宮城県美術館　県民ギャラリー
主　催／社会福祉法人宮城県社会福祉協議会いきがい健康課

平成20年度宮城県地方音楽会
　第１部の地元小学校・中学校・高校・市民吹奏楽
団による気仙沼本吉地区吹奏楽祭と第２部の仙台フィ
ルハーモニー管弦楽団による大演奏会を行いました。
出演児童生徒の家族・友人らの来場も多く、客席と舞
台の一体感があふれる楽しい音楽会となりました。

期　日／2月8日
会　場／気仙沼市民会館　大ホール　　主　催／宮城県教育庁生涯学習課

共催事業
芸術銀河の開催期間中に、県及び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。

及川浩治トリオBee

野村万作 野村萬斎

及川浩治（ⒸYuji Hori）

浅野祥

早川りさこ

（c）Disney
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（2）芸術祭参加事業
開催日 会場

第53回
仙台三曲協会定期演奏会 10月5日 イズミティ21

大ホール

第39回洋舞合同公演 12月21日 イズミティ21
大ホール

協賛事業
芸術銀河の開催期間中に、芸術文化団体、市町村及び企業等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、
全県的な芸術文化活動の総合イベントとしての盛り上げを図りました。

事業趣旨及び概要

　宮城県芸術祭は、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、今年で第45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
ステージ発表等を行い、より多くの方々に鑑賞していただき
ました。

開催状況

（1）主催事業

第45回宮城県芸術祭

開催日・期間 場所

絵画展 9月26日～
10月8日

せんだいメディアテーク
5・6F

写真展 9月26日～
10月1日

せんだいメディアテーク
5F

文学散歩 9月30日 岩手県

彫塑展
彫塑部会員と
その仲間展
2008

10月3日～ 8日 せんだいメディアテーク
5F

華道展 10月3日～8日 せんだいメディアテーク
5F

書道展 10月10日～ 15日 せんだいメディアテーク
5・6F

工芸展 10月10日～ 15日 せんだいメディアテーク
5F

茶　会 10月12日・19日・
26日 輪王寺

長唄演奏会 10月19日 仙台市戦災復興記念館

音楽会 10月19日 仙台市
青年文化センター

文芸祭 10月25日 東京エレクトロンホール
宮城 会議室

写真展
美里展 10月17日～23日 美里町近代文学館

ギャラリー

絵画・書道展

東松島展
10月31日～
11月3日

東松島市
コミュニティセンター

大崎展
11月6日～9日 大崎市松山体育館

大和展
11月12日～ 16日 大和町まほろばホール

「宮城県文芸年鑑」発行 発行／10月15日

事業趣旨及び概要

　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、今回で第13回目を迎えました。今回は大和町を会
場に、「豊饒の恵みに感謝し まほろばの里に文化の輪を」を
テーマとして宮城県内各地より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。

第13回みやぎ県民文化祭

開催状況

（1）期　日 10月4日～5日

（2）会　場 大和町まほろばホール

（3）内　容

  展示部門 県内各地より出展された絵画、書、写真の展示
  呈茶席の設置
 舞台部門 県内各地を代表する演目を中心とした公演
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分野別協賛事業

総　合
事業名 主催者 実施日 会場

第25回塩釜市芸術文化祭 塩竈市芸術文化協会

展示部門
9月27日～28日 ふれあいエスプ塩竈

舞台部門
10月4日～5日 壱番館遊ホール

第11回史都多賀城万葉まつり 史都多賀城万葉まつり実行委員会 10月12日 東北歴史博物館
七ヶ浜町制施行50周年記念第23回
七ヶ浜町文化祭 七ヶ浜町文化協会 10月26日 七ヶ浜国際村

第32回蔵王町文化祭 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32回涌谷町町民文化祭 涌谷町芸術文化協会，涌谷町，
涌谷町教育委員会 11月1日～2日 涌谷町勤労福祉センター

2008芸術祭　展示発表の部 登米市迫文化協会 11月7～9日 登米市迫公民館，
登米市迫体育館

2008芸術祭　芸能発表の部 登米市迫文化協会 11月16日 登米祝祭劇場　大ホール

第4回蔵王ふるさとファンタジー 蔵王町文化協会 11月23日 蔵王町ふるさと文化会館
（ございんホール）

美　術
事業名 主催者 実施日 会場
秋の公開展「伊達な宝もの～見せま
す！伊達の殿さまの書と絵画」 福島美術館 9月4日～11月16日 共生福祉会 福島美術館

第60回毎日書道展 東北仙台展 毎日新聞社，（財）毎日書道会 9月12日～17日 せんだいメディアテーク
“2008”シルクフェスタin齋理 （財）阿武隈ライン保勝会 10月1日～26日 蔵の郷土館　齋理屋敷

第4回石巻市美術展
石巻市，石巻市教育委員会，
（財）石巻文化スポーツ振興公社 10月5日～11日 石巻市文化センター

日韓創作交流蔵王展 蔵王町ふるさと文化会館 10月8日～13日 蔵王町ふるさと文化会館
（ございんホール）

第29回多賀城市美術展 多賀城市，多賀城市教育委員会 10月8日～13日 多賀城市文化センター

リアス・アーク美術館コレクション展 リアス・アーク美術館 10月11日～11月24日 リアス・アーク美術館
圏域ギャラリー

2008年「視点」仙台巡回展 併催 
仙台支部展 日本リアリズム写真集団 仙台支部 10月14日～19日 宮城県美術館県民ギャラリー

平成20年度県民共済写真展 宮城県民共済生活協同組合 10月16日～26日 県民共済ビル1Ｆ多目的ホール
毛利総七郎生誕120年記念
「水と海のまちものがたり」

石巻市教育委員会，
（財）石巻文化スポーツ振興公社 10月17日～12月14日 石巻文化センター

第61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 ふれあいエスプ塩竈

平成20年度宮城県写真展
宮城県写真連盟，（財）宮城県文化
振興財団，宮城教育委員会 11月11日～16日 宮城県美術館県民ギャラリー

音　楽
事業名 主催者 実施日 会場
平成20年度ふだん着コンサート
登米フォークの花道 登米文化振興財団 8月23日 登米祝祭劇場　小ホール

Jazz & Pops LIVE 2008 蔵王町ふるさと文化会館 9月6日 蔵王町ふるさと文化会館
（ございんホール）

2008仙台オペラ協会 第33回公演
「ラ・ボエーム」 仙台オペラ協会 9月6日～7日 東京エレクトロンホール宮城

（宮城県民会館）
第18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 定禅寺通り，市役所前広場

他　仙台市内

高嶋ちさ子　12人のヴァイオリニスト 白石市文化体育活動センター 9月25日 白石市文化体育活動センター
（ホワイトキューブ）

仙台フィルハーモニー管弦楽団
第231回定期演奏会

（財）仙台フィルハーモニー管弦楽団 9月26日～27日 仙台市青年文化センター
コンサートホール

押尾コータロー　
アコースティックギターライブ えずこホール 10月9日 仙南芸術文化センター

（えずこホール）
第23回仙台バッハアカデミー2008
秋のコース
「声楽マスタークラス修了演奏会」

仙台バッハアカデミー協会 10月17日 イタリアンレストラン「パリンカ」
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仙台フィルハーモニー管弦楽団
第232回定期演奏会

（財）仙台フィルハーモニー管弦楽団 10月17日～18日 仙台市青年文化センター
コンサートホール

第23回仙台バッハアカデミー2008
秋のコース「声と体のワークショップ
～声による癒しの発見～」

仙台バッハアカデミー協会 10月18日～19日 仙台市若林区文化センター

栗原市合唱祭 栗原市合唱連盟 11月9日 栗原文化会館
第14回若林区童謡フェスティバル 仙台市若林区文化センター 11月9日 仙台市若林区文化センター
仙台フィルハーモニー管弦楽団 
第233回定期演奏会

（財）仙台フィルハーモニー管弦楽団 11月14日～15日 仙台市青年文化センター
コンサートホール

三井住友海上文化財団派遣コンサート
真知亜＠Ｎ響 .nakama.

えずこ芸術のまち創造実行委員会，
えずこホール

11月24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 12th

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

（えずこホール）

舞　踊
事業名 主催者 実施日 会場
ＪＣＤＮ 全国ダンス巡回プロジェクト 
踊りに行くぜ !! Vol.9 in えずこ

えずこホール 11月13日 仙南芸術文化センター
（えずこホール）

宮城県洋舞団体連合会
第39回洋舞合同公演

宮城県洋舞団体連合会 12月21日 イズミティ21

演　劇
事業名 主催者 実施日 会場

えずこシアター第11回演劇公演
えずこ芸術のまち創造実行委員会，
えずこホール 9月6日～7日 仙南芸術文化センター（えずこ

ホール）・平土間ホール
登米祝祭劇場子どもミュージカル劇団
「ドリーム☆キッズ」第6回公演
風の声がきこえる2008

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

9月13日～14日 登米祝祭劇場 大ホール

蝦
エ ミ シ

夷アザマロ ― 伊冶城ものがたり ― 虹郷創人 11月29日～30日 栗原文化会館 大ホール
わらび座ミュージカル「おくのほそ道」
仙台特別公演 わらび座東北・北海道事務所 11月29日～30日 イズミティ21 大ホール

文　芸
事業名 主催者 実施日 会場

第18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6日 涌谷公民館ホール

第15回「壺の碑」全国俳句大会・
第16回多賀城茶会

多賀城市観光協会 10月19日 東北歴史博物館

第54回松島芭蕉祭並びに
全国俳句大会

松島町，（財）宮城県文化振興財団，
宮城県俳句協会 11月9日 瑞巌寺，松島町中央公民館

第31回大伴家持のつどい短歌大会 大伴家持顕彰会 11月16日 東北歴史博物館

民俗・伝統芸能など
事業名 主催者 実施日 会場
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 9月7日 石巻市雄勝Ｂ＆Ｇ海洋センター
登米薪能 登米秋まつり協賛会 9月20日 伝統芸能伝承館「森舞台」

ザ・ニュースペーパー えずこホール 9月23日 仙南芸術文化センター
（えずこホール）

神田山陽独演会百連発
～カヤの中・公演～ えずこホール 10月3日 仙南芸術文化センター

（えずこホール）
宮城県芸術祭参加
第53回仙台三曲協会定期演奏会

仙台三曲協会 10月5日 仙台市イズミティ21 大ホール

白石城茶会 白石市　白石茶道会 10月5日 白石城天守閣・白石城本丸・
碧水園

第28回吟道大会 宮城県吟道連盟 10月13日 名取市文化会館

第1回稲上げ唄全国大会 稲上げ唄全国大会実行委員会 10月26日 栗原市志波姫保健センター
（この花さくや姫プラザ）

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8日～9日 登米市森公民館特設ステージ

第8回みやぎ長持唄全国大会
第8回みやぎ長持唄全国大会
実行委員会 11月23日 登米市南方公民館

（環境改善センター）
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みやぎ県民文化創造の祭典
発行 
　みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会
事務局
 　宮城県環境生活部生活・文化課内

〒980-8570　仙台市青葉区本町三丁目8番1号
TEL 022-211-2527
FAX 022-211-2592
URL http://www.pref.miyagi.jp/seibun/m-arts/index.htm

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 計

美術ワークショップ

市町村等との共同実施

1

12 18 49 457 506

事務局実施事業 10 28 73 1,044 1,117

美術ワークショップ体験講座 1 1 4 ※1 4

小　計 1 16 47 126 1,501 1,627

舞台ワークショップ
市町村等との共同実施

1
7 11 15 435 450

事務局実施事業 9 15 23 562 585

小　計 1 16 26 38 997 1,035

音楽アウトリーチ
市町村等との共同実施

1
13 50 135 3,848 3,983

事務局実施事業（アウトリーチ普及事業 他） 5 22 74 1,011 1,085

小　計 1 16 72 209 4,859 5,068

みやぎ芸術銀河美術展
宮城県芸術選奨受賞者作品展

1
1 1 5 462 467

美術ワークショップ講師の作品展 1 1 10 ※2 10

小　計 1 1 2 15 462 477

みやぎ発信劇場 小説を聴く「死神の精度」 1 1 1 2 152 154

みやぎ芸術銀河文学展 みやぎの文学者パネル展 1 1 1 1 454 455

主催事業　　計 6 26 149 391 8,425 8,816

共催事業 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 計

共催事業　　計 13 10 16 1,051 169,380 170,431

合　　計 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 計

91 31 244 22,755 1,013,353 1,036,108

協賛事業 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 計

協賛事業　　計 72 19 79 21,313 835,548 856,861

※１　みやぎの文学者パネル展と併催のため参加者数計上せず
※２　芸術選奨受賞者作品展と併催のため参加者数計上せず

大豆油インキ（SOYインキ）を使用しています。

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
県内各地で紹介していきます。より多くの方々に、様々な形でご参加いただき、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。


