
みやぎ県民文化創造の祭典

E V E N T  G U I D E
イベントガイド

芸術
銀河
2019

●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　　　●若手芸術家育成事業　
●みやぎ芸術銀河作品展

※日時等変更される場合がございますので、事前に問い合わせ先にご確認ください。

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 16イベント

協賛事業 52イベント

主催事業
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ストラスブール美術館展
フランス北東部の都市ストラスブールに1998年に開館したスト
ラスブール近現代美術館は、印象主義から20世紀美術までを
網羅したコレクションから、フランスでも屈指の規模を誇る近現
代美術館です。本展はその所蔵品を中心に、モネ、ゴーギャン、ピ

カソといった多
彩な作品によっ
てヨーロッパ近
現代美術の諸相
を紹介します。

第27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。

県内等で活躍している美術家
を講師に迎え、学校や公民館
などで自ら作品を作ることを通
して、製作の楽しさを体験し、
新たな美を発見する少人数の
ワークショップを行います。

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・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、地域の公共ホー
ルでのコンサートも実施します。

県内高校生の文化芸術に係
る表現力を育み、強化するとと
もに、宮城県の文化芸術の振
興・発展に寄与することを目的
とし、様 な々事業を展開します。　

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
ど身近な場所で、身体で表現
する楽しさを体験する少人数
のワークショップを行います。

宮城県芸術選奨を受賞された方の作品等を展示します。

会　　場 東京エレクトロンホール宮城

開催時期 １月頃

日　時 ９月１３日（金）から１１月４日（月・振）まで
午前９時３０分から午後５時まで（発券は午後4時30分まで）

宮城県美術館　☎022-221-2111問合せ

料　金 一般1,500円（1,300円）　学生1,300円（1,100円）
小・中・高校生750円（600円）
※（　）内は前売および20名以上の団体料金

日　時 １１月２８日（木）から１２月１日（日）
午前１０時から午後４時３０分まで

料　金 無料　※作品出展料　1作品/500円
問合せ 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会　☎022-223-1171

宮城県美術館

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 若手芸術家育成事業

みやぎ芸術銀河作品展

クロード・モネ 《ひなげしの咲く麦畑》 1890年頃
© Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg.
Photo Musées de Strasbourg
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第330回定期演奏会
チェンバロとオルガンのソリストとして国
内外で演奏活動を行う一方で指揮者と
しても活躍する鈴木雅明を迎え、ブラー
ムスの悲劇的序曲、ハイドンの交響曲第
１０４番「ロンドン」、メンデルスゾーンの
交響曲第３番「スコットランド」を取り上げ
ます。

国内有数の管弦楽団である仙台フィルハーモニー管弦楽団に
よるハイレベルな演奏と、国際村ホールならではの演奏会の表
情、手元までご覧いただける、他では見ることが出来ない演奏会
になります。また、地元のミュージカルグループ「NaNa5931」と
の共演もされており、七ヶ浜ならではの演奏会を開催いたします。

世界最高峰の２大オーケストラ
メンバーによる夢の競演。ウィー
ン・フィル＋ベルリン・フィルのトッ
プ奏者による奇跡の金管五重
奏団。極上の演奏と正統派の
優美な調べをお聴き逃しなく。

宮城県内の特別支援学校が一
堂に集まり、学習の成果を広く
皆さんに発表する行事です。学
校紹介のパネル展示、作業製
品の販売、ワークショップ、ダン
スや太鼓など、生徒の発表をお
楽しみください。みんな「笑顔」でお待ちしております。

令和元年度宮城県地方音楽会
仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏会

ウィーン＝ベルリン ブラス・クインテット 第2回宮城県特別支援学校文化祭

第331回定期演奏会
常任指揮者 飯守泰次郎の指揮で、細
川俊夫「開花Ⅱ」と、ブルックナーの交響
曲第４番「ロマンティック」をお楽しみいた
だきます。

第332回定期演奏会
レジデント・コンダクター高関健の指揮で、
トロンボーン菊池公佑をソリストに迎え、グ
レンダール「トロンボーン協奏曲」、ストラ
ヴィンスキー「3楽章の交響曲」、ほか、色
彩豊かなプログラムをお届けいたします。

日　時 ９月１３日（金）午後７時開演
９月１４日（土）午後３時開演

日　時 １０月２５日（金）午後７時開演
１０月２６日（土）午後３時開演

日　時 １１月２２日（金）午後７時開演
１１月２３日（土・祝）午後３時開演

七ヶ浜国際村ホール会　場

令和２年２月８日（土）午後６時から午後７時まで日　時

〈前売り〉一般500円　会員400円
〈当　日〉500円

料　金

七ヶ浜国際村　☎022-357-5931問合せ

えずこホール（仙南芸術文化センター）会　場

９月１９日（木）　午後７時から午後８時４５分まで（予定）日　時

〈前売り〉一般 5,000円　U-24 2,500円
〈当　日〉一般 5,500円　U-24 3,000円

料　金

えずこホール（仙南芸術文化センター）　☎0224-52-3004問合せ

藤崎本館一番町側特設会場、一番町館3階会　場

１１月１０日（日）午前１０時から午後３時まで日　時

無料料　金

宮城県教育委員会特別支援教育課　☎022-211-3647問合せ

仲道郁代の原点ともいえるショパンだ
けの公演を国際村で開催します。全
４回の公演のうち、第３回となる今年は、ショパンの人生の初期の
作品を取り上げます。若き日のショパンの名曲をお楽しみください。

仲道郁代ピアノ・リサイタル
～いつもあなたとショパン～
第３回　初期の名曲

七ヶ浜国際村ホール会　場

９月１日（日）　午後２時から午後４時まで日　時

〈前売り〉一般3,000円　高校生以下1,500円
〈当　日〉一般3,500円　高校生以下1,800円

料　金

七ヶ浜国際村　☎022-357-5931問合せ

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団　☎022-225-3934

すべて共通

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
※ユースは、演奏会当日に２５歳未満の方。※その他シルバー割引、車いす割引等があります。詳しくは仙台フィルまで。

日立システムズホール仙台

仙台フィルハーモニー管弦楽団

七ヶ浜国際村ホール

その他
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サン・ファン号についての歴史的な記述や復元船建造までの歩
み、東日本大震災からの復興など様々な視点からサン・ファン号
について紹介する企画展です。

企画展「サン・ファン号のすべて-1993～2021-」

宮城県慶長使節船ミュージアム会　場

９月２７日（金）から令和２年３月２３日（月）まで
午前９時３０分から午後４時３０分まで

日　時

無料料　金

宮城県慶長使節船ミュージアム
☎0225-24-2210

問合せ

サン・ファン・バウティスタの出帆日を記念して、慶長使節に関連
する各種館内イベントを開催します。当日はサン・ファン館の入場
料が無料となります。

サン・ファン・バウティスタ出帆記念イベント

宮城県慶長使節船ミュージアム会　場

１０月２７日（日）
午前10時から午後3時まで

日　時

無料料　金

宮城県慶長使節船ミュージアム
☎0225-24-2210

問合せ

復元船サン・ファン・バウティスタに関連するシンポジウムを開催し
ます。

サン・ファン・バウティスタ関連シンポジウム（仮称）
宮城県慶長使節船ミュージアム会　場

11月17日（日）※予定日　時

無料料　金

宮城県慶長使節船ミュージアム　☎0225-24-2210問合せ

１,３００年ほど昔、古代東北の地には律令国家の支配に属さな
い「蝦夷（エミシ）」と呼ばれた人々が暮らしていました。特別展で
は、最新の発掘調査と文献史料の研究から明らかになった蝦夷
と律令国家との交流と軋轢、蝦夷の刀や装飾品を一堂に公開
します。

東北歴史博物館開館２０周年記念・宮城県多賀城跡調査研究所設立50周年記念特別展
「蝦夷－古代エミシと律令国家－」

東北歴史博物館会　場

９月２１日（土）から１１月２４日（日）まで
午前９時３０分から午後５時まで

日　時

一般1,200円　シルバー1,100円　小中高生600円料　金

東北歴史博物館　☎022-368-0106問合せ

その他

劇場開館25周年を記念し、国内屈指のプロ
合唱団「東京混声合唱団」を招き、ときめき
市民コンサート拡大版として開催。合唱の魅
力を堪能できるコンサートです。また、公募で
集まった市民で構成する「とめ市民合唱団」
が、東京混声合唱団との共演も果たします。

登米祝祭劇場開館２５周年記念　第１５回記念
ときめき市民コンサート拡大版　東京混声合唱団とうたおうコンサート

登米祝祭劇場会　場

９月１５日（日）
午後１時３０分から午後３時まで

日　時

前売り1,500円　当日1,800円
高校生以下無料（要整理券）

料　金

登米祝祭劇場　0220-22-0111問合せ

日本の代表的なゲームシリーズとして、誰もが知っているドラゴン
クエスト。ストーリーの中で流れる音楽の美しさにも、近年注目が
集まっています。長年にわたり人気を博しているドラゴンクエストシ
リーズの名曲の数 を々山形交響楽団の演奏でお楽しみください。

ドラゴンクエストの世界　すぎやまこういち
交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁

名取市文化会館会　場

１１月３日(日・祝)　午後４時から日　時

一般3,000円　学生（大学生以下）1,000円料　金

名取市文化会館　☎022-384-8900問合せ

定禅寺通りを中心に毎年開催される定禅寺ストリートジャズフェ
スティバル期間中に、県内外からのジュニアジャズグループ７団
体が、東京エレクトロンホール宮城のステージで元気いっぱいジャ
ズの演奏を繰り広げます。

ジュニアジャズミーティングｉｎみやぎ

東京エレクトロンホール宮城会　場

９月８日(日)　午前１１時から午後４時まで日　時

無料料　金

東京エレクトロンホール宮城　☎022-225-8641問合せ

備　考 当日ホール内の混み具合によっては、ご入場をお断りす
る場合もございますので、予めご了承願います。

※内容未定のため詳細はホームページ等でお知らせします

共
催
事
業
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宮城県芸術祭は、公益社団法人宮城県芸術協会を中心に宮城県、仙台市、河北新報社等8団体の共催事業として、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５６回目を迎えます。
毎年、優れた芸術活動の数 が々発表され、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。

事業名 期日 会場 入場料・参加費等
テーマイベント「結い〜次代へ」   9月22日（日） せんだいメディアテーク1F 入場無料
華道展   9月20日（金）〜  9月25日（水） せんだいメディアテーク5F

入場料
一般：500円
大学生・割引：250円
※高校生以下無料

書道展   9月20日（金）〜  9月25日（水） せんだいメディアテーク5F・6F
工芸展   9月27日（金）〜10月  2日（水） せんだいメディアテーク5F
写真展・写真公募展   9月27日（金）〜10月  2日（水） せんだいメディアテーク5F
絵画展（公募の部）   9月27日（金）〜10月  2日（水） せんだいメディアテーク6F
彫刻展・彫刻公募展   9月27日（金）〜10月  2日（水） せんだいメディアテーク6F
絵画展 10月  4日（金）〜10月  9日（水） せんだいメディアテーク5F・6F
第39回音楽コンクール ガラコンサートVol.4   9月29日（日） 日立システムズホール仙台 入場料   1,000円
文学散歩「秋田の風土と文人探訪」 10月  2日（水）〜10月  3日（木） 秋田方面 参加費 29,000円
茶会 10月13日（日）・20日（日）・27日（日） 輪王寺 拝服券   1,500円

「宮城県文芸年鑑」発行 10月15日（火） ーー 定　価   1,000円
長唄演奏会 10月13日（日） トークネットホール仙台 入場料   1,000円
文芸祭 10月26日（土） 東京エレクトロンホール宮城 入場無料
音楽会 11月  8日（金） 日立システムズホール仙台 入場料   1,000円
表彰式 11月26日（火） ホテルメトロポリタン仙台 ーー

第40回音楽コンクール
◦ピアノ部門
◦ヴァイオリン部門

予選：令和2年2月9日（日）

本選：令和2年3月8日（日）
日立システムズホール仙台

参加費（予選、本選）
◦ピアノ部門〈A、B〉
　初級……7,000円　中級…8,000円
　上級… 10,000円
◦ヴァイオリン部門
　初級……7,000円　中級…8,000円
　上級… 10,000円
◎本選のみ
　きらきら星………………7,000円
　ツィゴイネルワイゼン…15,000円

大衡村ふるさと美術館企画展「サトル・サトウ作品展」
８月２１日（水）から９月２３日（月・祝）まで　午前１０時から午後４時まで

大衡村ふるさと美術館会　場
一般 200円　高校生・大学生 150円　小・中学生 100円料　金
登米市出身でパリ在住の造形作家。登米市の「サトル・サトウ・アート・
ミュージアム」所蔵作品を展示します。

内　容

大衡村ふるさと美術館　☎022-345-2197問合せ

第７１回毎日書道展東北仙台展
９月１３日（金）から9月１８日（水）まで　午前１０時から午後６時まで

会　場 せんだいメディアテーク
料　金 一般 500円　大学生以下無料
内　容 日本最大規模の公募書道展｢毎日書道展｣の地方巡回展です。宮城・岩手・

青森の書家の作品とともに、全国クラスの評価を受けた作品も展示しま
す。東北地方では質・量ともトップクラスの書道展です。

問合せ 毎日新聞仙台市局　☎022-222-5972

企画展「芹沢銈介の広告デザイン」
９月１９日（木）から１０月２０日（日）まで　午前１０時から午後５時まで

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館会　場
一般 400円　大学・専門学生 300円料　金
型絵染の人間国宝・芹沢銈介は、大手飲料水メーカーや割烹・レストラン、
ホテル、民芸店からの依頼も数々受けていました。今回は店名のロゴやポ
スター、看板など希少な作品を紹介します。

内　容

東北福祉大学芹沢銈介美術工芸館　☎022-717-3318問合せ

大衡村ふるさと美術館企画展「ヒロエ エンドウ展」
９月２６日（木）から１０月３０日（水）まで　午前１０時から午後４時まで

大衡村ふるさと美術館会　場
一般 200円　高校生・大学生 150円　小・中学生 100円料　金
カラフルな色彩で内なる自分を自由に表現し、パリで個展を開催するなど
活躍されている、HIROE ENDOさんの作品を展示します。

内　容

大衡村ふるさと美術館　☎022-345-2197問合せ

第３５回石巻市美術展
１０月６日（日）から１０月１４日（月・祝）まで　午前１０時から午後５時まで（最終日は午後4時まで）

河北総合センター「ビッグバン」会　場 無料料　金
美術をとおして、石巻市における芸術文化の向上と市民の教養を高める
ため、県内外から公募する美術展を開催いたします。

内　容

石巻市教育委員会生涯学習課　☎0225-95-1111（内線5056）問合せ

美 術

公益社団法人宮城県芸術協会　☎０２２-２６１-７０５５　問合せ

第５６回宮城県芸術祭

宮城県民による文化活動を広く全県的な規模で発表
する場を提供し、県民相互の融和と交流を深め、県民
文化の更なる発展と振興を図るとともに、開催地域の
一層の芸術文化の向上を目指します。　

１０月２６日（土）から10月２７日（日）まで　午前10時から午後3時まで期　日

白石市文化体育活動センター（ホワイトキューブ）場　所 無料入場料

宮城県文化協会連絡協議会（登米市企画部市民協働課）
☎０２２０-２２-２１７３

問合せ

第２３回みやぎ県民文化祭

協
賛
事
業



05  GEIJUTSU GINGA 2019

令和元年度宮城県写真展
令和２年１月２８日(火)から２月２日(日)まで　午前９時３０分から午後４時３０分まで

宮城県美術館県民ギャラリー会　場 無料料　金
写真の新たな発見と創造の作り出す世界を、表現します。公開審査により
選出された作品を展示します。

内　容

宮城県写真連盟　☎022-251-6241問合せ

えずこミュージック♪アカデミーコンサート２３rd
１１月２４日（日） 午後１時３０分から午後４時まで（予定）

えずこホール（仙南芸術文化センター）会　場
＜前売＞500円　＜当日＞600円料　金
５つの音楽団体によるバラエティに富んだ演奏が楽しめる合同コンサート（ギ
ター合奏、男声合唱、弦楽合奏、ゴスペル、吹奏楽）。ロビーコンサートや合同
演奏など色彩豊かな音楽の数々をお楽しみください。

内　容

えずこホール（仙南芸術文化センター）　☎0224-52-3004問合せ

第３８回多賀城市民音楽祭
１１月１０日（日）　午前１０時から午後４時まで

多賀城市民会館会　場 無料料　金
主に多賀城市内で活動しているアマチュアグループによる吹奏楽、器楽、合
唱の発表で、ジャンルや世代を超えた多賀城市民手作りの音楽イベントです。

内　容

多賀城市中央公民館　☎022-368-0133問合せ杉村惇作品展「存在と空間の伝説～画室の韻律～」
１１月２３日（土・祝）から令和２年１月１９日（日）まで 午前１０時から午後５時まで

塩竈市杉村惇美術館会　場
一般500円　大学生・高校生400円　中学生以下無料　※団体割引等有り料　金
昭和21年～40年、戦後の激動の20年間を塩竈で過ごした洋画家・杉村
惇の特別企画展を開催します。ランプや画伯手作りのマリオネットなどを
描いた、画室にまつわる画伯ならではの作品を展示します。

内　容

塩竈市杉村惇美術館　☎022-362-2555問合せ

大衡村ふるさと美術館企画展　東北生活文化大学企画展
１１月２日（土）から１２月１日（日）まで　午前９時３０分から午後３時３０分まで

大衡村ふるさと美術館会　場
一般 200円　高校生・大学生 150円　小・中学生 100円料　金
東北生活文化大学生活美術学科が自由な発想で企画する作品展です。内　容
大衡村ふるさと美術館　☎022-345-2197問合せ

第７２回塩竈市美術展
１１月１２日（火）から１１月１７日（日）まで　午前１０時から午後6時まで

（１６日（土）は午後５時まで　最終日は午後3時まで）
無料料　金塩竈市生涯学習センター「ふれあいエスプ塩竈」会　場

洋画、日本画、書道の一般公募展です。今年で第７２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。

内　容

塩竈市美術展実行委員会事務局　☎022-365-3341問合せ

第29回定禅寺ストリートジャズフェスティバル
９月７日（土）から９月８日（日）まで　午前１１時から午後８時まで

仙台市中心部会　場 無料料　金
仙台の街をステージにした音楽祭です。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、ゴスペル、ポップスなどあらゆるジャンルの
音楽が街中にあふれます。

内　容

公益社団法人定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会
☎022-722-7382

問合せ

日露交歓コンサート２０１９石巻公演
９月２８日（土）　午後1時開場　午後2時開演  

こもれびの降る丘遊楽館会　場 無料料　金
地域住民に質の高い芸術文化の提供と文化交流の促進を図る目的で、
チャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院の関係者等による演奏会を開
催します。

内　容

石巻市教育委員会生涯学習課　☎0225-95-1111（内線5056）問合せ

２０１９仙台オペラ協会第４４回公演「メリー・ウィドウ」
９月２８日（土）午後６時開演、9月２９日(日)午後２時開演

東京エレクトロンホール宮城会　場
SS席10,000円/S席7,000円/A席6,000円/B席4,500円/C席3,500円/学生
席2,500円/小中学生は全席半額、当協会会員はS・A席10％引き（前売りのみ）

料　金

世界中の観客を心から楽しませてくれる名作フランツ・レハール作曲オ
ペレッタ「メリー・ウィドウ」を上演します。指揮：末廣誠、演出：渡部三妙子、
オーケストラ：仙台フィルハーモニー管弦楽団。

内　容

一般社団法人仙台オペラ協会事務局
☎022-264-2883　※平日の午前10時から午後4時まで

問合せ

えずこプレミアムライブ２０１９
夏木マリ with special guest　小林幸子
１０月２９日（火）　午後７時から午後８時４５分まで（予定）

えずこホール（仙南芸術文化センター）会　場
＜前売＞一般6,000円、Ｕ-２４ 3,000円
＜当日＞一般6,500円、Ｕ-２４ 3,500円

料　金

映画、ミュージシャン、TVなど活躍の幅は無限大の夏木マリ。圧巻のス
テージで大反響を呼んだ2017年に続く第2弾。迎えるゲストは歌謡界の
女王小林幸子。輝き放つ2人の熱いライブ。

内　容

えずこホール（仙南芸術文化センター）　☎0224-52-3004問合せ

第６３回仙台三曲協会定期演奏会
１０月２０日（日）　午前１１時から午後４時まで

トークネットホール仙台会　場 1,500円料　金
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
能の向上・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た
め、年一回、定期演奏会を開催しています。

内　容

仙台三曲協会　 ☎０２２-２４７-８５２８問合せ

登米秋まつり　登米薪能
９月１４日（土）　午後５時から午後８時まで

登米町伝統芸能伝承館｢森舞台｣会　場 A席2,500円　B席1,500円料　金
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ております。
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
な存在となっております。

内　容

株式会社とよま振興公社　☎0220-52-5566問合せ

美 術
２０１９年度県民共済写真展
１０月１０日（木）から１０月２０日（日）まで　午前９時から午後５時まで（最終日午後３時まで）

県民共済１F多目的ホール会　場 無料料　金
宮城県内にお住まいの方々から応募されました作品の中から、写真評論家

「飯沢耕太郎氏」による審査で選出されました約４００点を、県民共済１F多
目的ホールにおいて展示会を行います。

内　容

宮城県民共済生活協同組合　☎022-374-4588問合せ

民 俗・伝 統 芸 能

第５６回宮城県芸術祭参加 第５０回洋舞公演
１１月１７日(日)　午後１時３０分開演 

東京エレクトロンホール宮城会　場 2,500円料　金
５０回記念公演に当たり、クラシック３団体、モダン３団体が新作の合同作品
を発表します。尚、第14回Dance Competition in Sendai2019第１位
受賞６名の演技も披露します。

内　容

宮城県洋舞団体連合会芸術祭事務局　☎022-223-7640問合せ
4才以上入場券要備　考

アニエス・ルテステュ多賀城公演
「変貌する美　バレエとピアノ-美の饗宴」
９月２８日（土）　午後２時から午後３時３０分

多賀城市民会館（多賀城市文化センター内）会　場
SS席：大人7,000円、子ども（4歳以上高校生以下）3,500円
S席：大人5,500円、子ども（4歳以上高校生以下）2,500円
A席：大人3,500円、子ども（4歳以上高校生以下）1,500円

料　金

パリ・オペラ座の伝説のエトワールとして世界中を魅了したバレリーナ、ア
ニエス・ルテステュが多賀城市にやってきます。日本初上陸のバレエとピ
アノが織りなす美の饗宴をぜひご覧ください。

内　容

多賀城市　☎022-368-1141（内線262）問合せ

洋 舞

音 楽
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第４３回涌谷町町民文化祭
１１月２日(土)から11月3日（日・祝）まで　午前９時から午後３時まで

涌谷公民館会　場 無料料　金
町内の芸術文化協会加盟団体や公民館自主サークル、ならびに一般町民
が、日頃の文化活動の成果を発表します。

内　容

涌谷町芸術文化協会　☎0229-43-3001問合せ

七ヶ浜町文化協会第３３回文化祭
１０月２７日（日）　午前１０時から午後３時３０分まで

七ヶ浜国際村会　場 無料料　金
七ヶ浜町文化協会創立３５周年記念第３３回文化祭が今年も七ヶ浜国際村
で開催されます。復興著しい七ヶ浜町ですが心の復興も目指して文化祭
を開催しています。是非、七ヶ浜国際村へお越し下さい。

内　容

七ヶ浜町文化協会　☎022-357-3302問合せ

２０１９芸術祭
展示発表の部：１０月２６日（土）・２７日（日）　ステージ発表の部：１０月２７日（日）
午前９時３０分から午後４時まで

登米祝祭劇場会　場 展示発表：無料　ステージ発表：500円（当日700円）料　金
登米市迫文化協会加盟団体の活動発表と交流、市民講座の創作活動発
表、迫町域小中学校児童生徒作品展など日常活動の成果を発表し、広く市
民の芸術文化の底上げに興じます。

内　容

登米市迫文化協会　☎080-4512-5900（佐々木様方）問合せ

第４３回　山元町町民文化祭
１１月２日（土）から１１月３日（日・祝）まで　午前９時から午後４時まで

山元町防災拠点・山下地域交流センター（つばめの杜ひだまりホール）会　場 無料料　金
町内の文化・芸術活動の発表の場として、文化協会加盟団体による民舞、
演奏、コーラス等のステージ発表、絵画、陶芸、盆栽等作品展示のほか、お
茶席、囲碁・将棋のフリー対局が行われます。

内　容

山元町文化協会　☎0223-37-5592問合せ

合併65周年・町制施行60周年記念
第5回おおさと秋まつり生涯学習フェスティバル
芸能発表・作品展示：１０月２６日（土）　午前９時から午後4時まで

大郷町文化会館（芸能発表）、大郷町Ｂ＆Ｇ海洋センター（作品展示）会　場 無料料　金
大郷町文化協会等による芸能発表・作品展示会を開催します。
◦芸能発表／舞踊・ダンス・コーラス等
◦作品展示／写真・手芸・書道・絵画等

内　容

大郷町教育委員会社会教育課（B&G海洋センター内）　☎022-359-2982問合せ

第３５回　塩竈市芸術文化祭
１０月５日（土）から６日（日）まで　午前１０時から午後５時まで（予定）

塩竈市民交流センター会　場 展示・舞台部門共通 500円料　金
港町塩竈市の芸術の秋を飾る文化祭は、今年３５回の節目を迎えます。日
頃の文化活動の成果を発表する場として市民に親しまれています。舞台
では日本舞踊、カラオケ、詩吟などの披露があります。また、展示では生け
花の体験コーナーを開催します。

内　容

塩釜市芸術文化協会事務局　☎022-365-3341問合せ

多賀城市文化センター会　場 ５００円料　金
今年度の文化祭は、舞台部門及び展示部門の成果発表のほか、お茶部門
の茶席を設けます。併せて、体験コーナーや、伝統文化子供教室の発表な
ど、多彩にわたってご披露します。

内　容

第４７回文化祭
１１月３日（日・祝）　午前１０時から午後３時まで

多賀城市芸術文化協会　☎022-368-0133問合せ

　芸術銀河（みやぎ県民文化創造の祭典）とは、優れた文化芸術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文化芸術活動を
総合的に結びつけることで、みやぎらしい創造的な文化芸術圏の創出を目的に、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,本県の代表的な文化芸術事業を、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文化芸術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、芸術家が文化芸術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。

登米祝祭劇場開館２５周年記念 劇団ドリーム☆キッズ 第１７
回ミュージカル公演「ほし☆きらりっ！～私のいちばん星～」
９月７日（土）午後６時から午後８時まで、８日（日）午後１時３０分から午後３時３０分まで

登米祝祭劇場会　場
大人1,000円(当日1,200円)、小中学生500円、大人・小中高生ペア
1,300円（前売りのみ）、未就学児200円

料　金

内　容 登米市と近隣市町の小中校生で結成された劇団のミュージカル公演で
す。転校することを友達に言えずに悩む中学生の女の子が、空想世界での
冒険を通じて前に踏み出す力を得ていく物語です。

問合せ 公益財団法人登米文化振興財団　☎0220-22-0111

虹のかけら～もうひとりのジュディ～
１１月１２日（火）　午後７時から午後９時まで（予定）

えずこホール（仙南芸術文化センター）会　場
＜前売＞一般6,000円、Ｕ-２４ 3,000円
＜当日＞一般6,500円、Ｕ-２４ 3,500円

料　金

内　容 女優、声優として活躍する実力派戸田恵子と、多方面から注目を集める三
谷幸喜の強力なタッグでおくる珠玉の作品。映画「オズの魔法使い」ミュー
ジカルスター、ジュディ・ガーランドの知られざる物語。

問合せ えずこホール（仙南芸術文化センター）　☎0224-52-3004

演 劇

令和元年度　第４９回気仙沼市民文化祭
10月4日(金)から１１月１０日（日）まで
会　場 気仙沼市民会館、気仙沼中央公民館　ほか 料　金 無料
内　容 日ごろの文化芸術活動を発表、鑑賞する市民手作りの文化祭として、舞

台・展示・文芸・茶道華道など約３０種目の催しが開催されます。
問合せ 気仙沼市文化協会　☎0226-22-3442

新！方舟祭２０１９
９月２６日（木）から１１月３日（日・祝）まで　午前９時３０分から午後５時まで

リアス・アーク美術館会　場 無料料　金
一般の方の幅広い芸術活動の発表の場として、美術館スタイルで美術や
書、写真等の作品展示と、踊りや芝居、劇、演奏等のパフォーマンス発表を
行います。週替わりで展示、日替わりで発表を行います。

内　容

リアス・アーク美術館　☎0226-24-1611問合せ

第２６回「壺の碑」全国俳句大会
１０月１３日（日）　午前１０時から午後４時３０分まで

多賀城市文化センター会　場
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円料　金
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「敦公」主宰　井上康明氏
を講師にお迎えして、第２６回を開催します。

内　容

「壺の碑」全国俳句大会事務局　☎022-365-0492問合せ

文 芸

総 合

芸術銀河（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）



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
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/

みやぎ県民文化創造の祭典

E V E N T  G U I D E
イベントガイド

芸術
銀河
2019

●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　　　●若手芸術家育成事業　
●みやぎ芸術銀河作品展

※日時等変更される場合がございますので、事前に問い合わせ先にご確認ください。

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 16イベント

協賛事業 52イベント

主催事業

8月	 	 	 	 	
２１日（水） 大衡村ふるさと美術館企画展「サトル・サトウ作品展」

〈〜９月２３日（月・祝）〉

9月	 	 	 	 	
１日（日） 仲道郁代ピアノ・リサイタル〜いつもあなたとショパン〜第３回

初期の名曲

７日（土） 登米祝祭劇場開館２５周年記念　劇団ドリーム☆キッズ　第１７回
ミュージカル公演「ほし☆きらりっ！〜私のいちばん星〜」〈・８日（日）〉

７日（土） 第２９回定禅寺ストリートジャズフェスティバル〈・８日（日）〉

８日(日) ジュニアジャズミーティングｉｎみやぎ

１３日（金） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第330回定期演奏会
〈・１４日（土）〉

１３日（金） ストラスブール美術館展〈〜１１月４日（月・振）〉

１３日（金） 第７１回毎日書道展東北仙台展〈〜１８日（水）〉

１４日（土） 登米秋まつり　登米薪能

１５日（日） 登米祝祭劇場開館２５周年記念　第１５回記念　ときめき市民コ
ンサート拡大版　東京混声合唱団とうたおうコンサート

１９日（木） ウィーン＝ベルリン ブラス・クインテット

１９日（木） 企画展「芹沢銈介の広告デザイン」〈〜１０月２０日（日）〉

２０日（金） 第５６回宮城県芸術祭〈〜令和２年３月８日（日）〉

２１日（土） 東北歴史博物館開館２０周年記念・
宮城県多賀城跡調査研究所設立５０周年記念特別展

「蝦夷－古代エミシと律令国家－」〈〜１１月２４日（日）〉

２６日（木） 新！方舟祭２０１９〈〜１１月３日（日・祝）〉

２６日（木） 大衡村ふるさと美術館企画展「ヒロエ エンドウ展」
〈〜１０月３０日（水）〉

２７日（金） 企画展「サン・ファン号のすべて-1993〜2021-」
〈〜令和２年３月２３日（月）〉

２８日（土）２０１９仙台オペラ協会第４４回公演「メリー・ウィドウ」〈・２９日(日)〉

２８日（土） 日露交歓コンサート２０１９石巻公演

２８日（土） アニエス・ルテステュ多賀城公演「変貌する美　バレエとピアノ-
美の饗宴」

10月	 	 	 	
4日（金） 令和元年度　第４９回気仙沼市民文化祭〈〜１１月１０日（日）〉

５日（土） 第３５回塩竈市芸術文化祭〈・６日（日）〉

６日（日） 第３５回石巻市美術展〈〜１４日（月・祝）〉

１０日（木）２０１９年度県民共済写真展〈〜２０日（日）〉

１３日（日） 第２６回「壺の碑」全国俳句大会

２０日（日） 第６３回仙台三曲協会定期演奏会

10月	 	 	 	 	
２５日（金） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第331回定期演奏会

〈・２6日（土）〉

26日（土） 合併65周年・町制施行60周年記念
第5回おおさと秋まつり生涯学習フェスティバル

２６日（土） 第２３回みやぎ県民文化祭〈・２７日（日）〉

２６日（土） ２０１９芸術祭〈展示発表の部：2６日（土）・２７日（日）、
ステージ発表の部：２７日（日）〉

２７日（日） 七ヶ浜町文化協会第３３回文化祭

２７日（日） サン・ファン・バウティスタ出帆記念イベント

２９日（火） えずこプレミアムライブ2019　夏木マリ with special guest
小林幸子

11月	 	 	 	 	
２日(土） 第４３回涌谷町町民文化祭〈・３日(日・祝)〉

２日(土） 大衡村ふるさと美術館企画展　東北生活文化大学企画展
〈〜１２月１日（日）〉

２日(土） 第４３回山元町町民文化祭〈・３日（日・祝）〉

３日(日・祝) ドラゴンクエストの世界　すぎやまこういち　交響組曲
「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁

３日(日・祝) 第４７回文化祭

１０日（日） 第２回宮城県特別支援学校文化祭

１０日（日） 第３８回多賀城市民音楽祭

１２日（火） 「虹のかけら〜もうひとりのジュディ〜」

１２日（火） 第７２回塩竈市美術展〈〜１７日（日）〉  

１７日(日) サン・ファン・バウティスタ関連シンポジウム（仮称）

１７日(日) 第５６回宮城県芸術祭参加　第５０回洋舞公演

２２日（金） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第332回定期演奏会
〈・２３日（土・祝）〉

２３日（土・祝）杉村惇作品展「存在と空間の伝説〜画室の韻律〜」
〈〜令和２年１月１９日（日）〉

２４日（日） えずこミュージック♪アカデミーコンサート２３rd

２８日（木） 第27回宮城シニア美術展〈〜１２月１日（日）〉

1月（令和2年）	 	
２８日(火) 令和元年度宮城県写真展〈〜２月２日(日)〉

みやぎ芸術銀河作品展

2月（令和2年） 	 	 	
８日（土） 令和元年度宮城県地方音楽会

仙台フィルハーモニー管弦楽団演奏会

芸術銀河イベントスケジュール 主催事業 共催事業 協賛事業


