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挨　　拶

　文化芸術は，私たちに楽しさや感動，やすらぎをもたらすとともに，豊かな人間性を養うものとして，

潤いのある生活に欠かすことのできない存在となっています。

　みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会では，県及び関連団体との連携・協力により，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います。

　平成 30 年度は，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参加できる

音楽，美術，舞台芸術などの体験型ワークショップや，文化部で活動する高校生を支援する「みやぎ

の高校生　文化芸術表現力強化対策事業」，宮城県芸術選奨受賞者の作品を展示する「みやぎ芸術銀河

作品展」，子ども達や学校・保育所の教職員の方々に舞台芸術の豊かさに触れてもらうための「こども

のための舞台芸術見本市（県域事業）」，恩田陸さんの小説「蜜蜂と遠雷」の世界観をオーケストラで

再現した「芸術銀河スペシャルコンサート」などを開催いたしました。

　このような取組により，平成 30 年度の芸術銀河への参加者総数は，共催事業・協賛事業を含め，延

べ 109 万人を超える結果となりました。

　東日本大震災から８年余りが経過し，ハード面を中心に復興が着実に進んできております。そのよ

うな中，文化芸術が，私たちに希望と感動を与え，心の復興に大きな役割を果たしていることを改め

て実感しています。

　今後も「文化芸術の力による心の復興」に重点的に取り組みながら，「文化芸術の力で創造するみや

ぎの未来」という基本理念の実現に向けて，各種施策を進めてまいりますので，引き続き，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。

　令和元年５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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みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2018

主

催

事

業

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
実感しながら舞台芸術に親しんでいただくため，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。

舞台ワークショップ市町村事業一覧表
開催日 会場 ワークショップ名 講師名 市町村 主催 参加人数

7月26日（木）～
11月8日（木）

名取市文化会館
愛島公民館

ダンスミュージカル講座
（名取が丘） 伊勢　千佳子 名取市 名取市教育委員会 379

8月8日（水）～
9月19日（水）

えずこホール
金ヶ瀬小学校
越河小学校
西住小学校
七ヶ宿町高齢者福
祉センター

か・し・わ・ぎ プロジェクト
「えんげきであそぼ！」

柏木　陽
とみやま　あゆみ

大河原町
白石市
柴田町
七ヶ宿町

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

419

8月18日（土）~
9月15日（土）

せんだい演劇工房
10-BOX，能BOX まなぶ☆からだ

小野寺　修二
藤田　桃子
ごまのはえ
池澤　春菜
山中　迓晶

仙台市 公益財団法人仙台市市民文化
事業団，仙台市 125

8月20日（月）～
11月11日（日）

名取市文化会館
増田西公民館

ダンスミュージカル講座
（那智が丘） 朝日　陽子 名取市 名取市教育委員会 408

9月4日（火）～
7日（金）

槻木小学校
遠刈田小学校
大河原南小学校
船岡小学校

楠原竜也とダンスであそ
ぼ！ 楠原　竜也

柴田町
蔵王町
大河原町

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

252

10月1日（月）～
11月16日（金）

村田小学校
川崎町社会福祉協
議会
船岡支援学校
生活介護さくらの
風

えずこダンス！アウトリー
チ

ISOPP
砂連尾　理

村田町
川崎町
柴田町
大河原町

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

150

10月8日（月）～
12月15日（土）

多賀城市文化セン
ター

WAKU☆WAKU☆舞台ス
タッフ体験2018&ミニ体
験

吉田　忠彦　
船木　明子
本儀　拓
高橋　亜希

多賀城市 多賀城市文化センター 314

10月28日（日） 尚絅学院中学校・高
等学校

宮城県高等学校文化連盟仙
台北支部南支部合同
第29回総合文化祭　体験
型分科会

高瀬　洋進
（YO-SIN） 仙台市 宮城県高等学校文化連盟仙台

北支部 49

11月17日（土） 塩竈市常錦町住宅集
会所（災害公営住宅）

塩竈夢ミュージカル　演劇
ワークショップ 劇団I.Q150 塩竈市 塩竈市遊ホール協会 27

1月12日（土）～
3月23日（土）

日立システムズ
ホール仙台
せんだい演劇工房
10-BOX
仙台市宮城野区文
化センター
FACTORY-K株式
会社事務所

舞台スタッフ・ラボ2018 石井　忍
ほか 仙台市 公益財団法人仙台市市民文化

事業団，仙台市 824
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主

催

事

業

ダンスミュージカル講座（那智が丘）

ダンスミュージカル講座（名取が丘）

舞台スタッフ・ラボ2018

まなぶ☆からだ

楠原竜也とダンスであそぼ！

か・し・わ・ぎプロジェクト「えんげきであそぼ！」

えずこダンス！アウトリーチ

宮城県高等学校文化連盟仙台北支部南支部合同
第29回総合文化祭　体験型分科会
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みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2018

主

催

事

業

美術ワークショップ市町村事業
　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，自ら作品を製作・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普及事業
　県民に広く芸術に触れる機会を提供するため，ビルド・フルーガスが講師の派遣を行い，ワークショップ体験参加型事業
の普及促進を図りました。

美術ワークショップ市町村事業
開催日 ワークショップ名 講師名 市町村名 会場 主催者 参加人数

9月15日（土） Ｍｙパステル画「色面とマ
チエール（絵肌）」 佐藤　芳子 塩竈市 塩竈市杉村惇美術館 塩竈市杉村惇美術館 16

美術ワークショップ普及事業
開催日 ワークショップ名 講師名 市町村名 会場 主催者 参加人数

7月17日（火） 発泡スチロールで彫刻をつ
くろう 川角　由 大崎市 宮城県古川黎明高等学校 15

8月20日（月） 木っ端でさかなをつくろう 佐野　美里 塩竈市 塩竈市清水沢東住宅集
会所 30

9月9日（日） ビーチコーミング
～漂着物の標本づくり～ 喜多　直人 東松島市 東松島市野蒜海岸 30

9月14日（金） はじめての墨画
～墨画で秋の花を描く～ 一関　恵美 塩竈市 塩竈市市営錦町住宅集

会所 8

9月24日（月） はじめての墨画
～墨画で秋の花を描く～ 一関　恵美 塩竈市 塩竈市市営北浜住宅集

会所 9

9月26日（水） ぱたぱたカモメをつくろう 菅野　麻衣子 利府町 宮城郡利府町菅谷台西
部児童館 20

10月6日（土） 島の植物で草木染め 浅野　友理子 塩竈市
浦戸諸島開発総合セン
ター

（ブルーセンター）
10

10月7日（日） カメラで直感・情緒を採集
しよう 櫻井　園子 仙台市 THE６ 5

10月8日（月） ビーチコーミング
～漂着物の標本づくり～ 喜多　直人 七ヶ浜町 七ヶ浜町菖蒲田海岸 36

11月24日（土） 木っ端で生き物をつくろう 佐野　美里 岩沼市 岩沼市玉浦西災害公営
住宅 18

2月1日（金） ダンスでクイズ 段家　亜希子 塩竈市 塩竈市立第一小学校 22

2月16日（土） みんなで絵本をつくろう 佐立　るり子 気仙沼市 気仙沼図書館 8

2月23日（土） はへんを採集しよう 櫻井　園子 松島町 松島町立松島中学校 15

2月23日（土） 空間タイムトンネルをつく
ろう 大林　政夫 仙台市 仙台市新田児童館 20

3月2日（土） 誰でも絵が描けるワーク
ショップ～大人編～ 小池　アミイゴ 塩竈市 塩竈市杉村惇美術館 15
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業

Myパステル画「色面とマチエール（絵肌）」 

発泡スチロールで彫刻をつくろう ビーチコーミング～漂着物の標本づくり～

ぱたぱたカモメをつくろう ダンスでクイズ

みんなで絵本をつくろう 空間タイムトンネルをつくろう
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みやぎ県民文化創造の祭典　芸術銀河　2018

主

催

事

業

音楽アウトリーチ 市町村事業
　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，地域の公共ホール等で，講師による芸術性の高いコンサートを開催しました。

音楽アウトリーチ市町村事業
開催日 会場 ワークショップ名 講師名 市町村 主催 参加人数

9月3日（月）～
14日（金）

落合小学校
小野小学校
鶴巣小学校
吉田小学校
宮床小学校
吉岡小学校

マリンピアコンサート マリンピア 大和町 大和町文化振興協会 535

9月12日（水）～
14日（金）

平沢小学校
円田小学校
遠刈田小学校
永野小学校
宮小学校
ふるさと文化会館

音楽アウトリーチ 高橋　正典（バリトン）
鬼武　みゆき（ピアノ） 蔵王町 蔵王町教育委員会 642

10月1日（月）
10月2日（火）

大張小学校
船迫小学校
深谷小学校
白川小学校

みんなでヴァイオリンに
触れる、心の音色を聴く

神谷　未穂（ヴァイオリン）
中川　賢一（ピアノ）

丸森町
柴田町
白石市

えずこ芸術のまち創
造実行委員会 217

10月9日（火）
10月10日（水）

角田小学校
舘矢間小学校
北郷小学校

フルート奏者・荒川洋の
輝く七色の響き！！

荒川　洋（フルート）
中川　賢一（ピアノ）

角田市
丸森町

えずこ芸術のまち創
造実行委員会 150

10月9日（火）～
3月13日（水）

志引保育所
多賀城市営宮内住
宅
城南小学校
多賀城小学校
多賀城市立図書館
子育てサポートセ
ンター

文化センター×山響　ア
ウトリーチプロジェクト 山形交響楽団団員 多賀城市

指定管理者　ＪＭ共
同事業体（多賀城市文
化センター）

600

10月29日（月）
～11月5日（月）

小原小学校
越河小学校
白石第二小学校
深谷小学校
小原中学校

平成30年度音楽アウト
リーチ事業

ジェラルド・ミュー
ヘッド（バグパイプ） 白石市 公益財団法人白石市

文化体育振興財団 255

11月12日（月）
11月13日（火） 大郷小学校 平成30年度音楽アウト

リーチ事業 虹色音楽隊 大郷町 大郷町教育委員会 437

11月27日（火）
11月28日（水）

デイサービスセン
ター遠山荘
西郷小学校
浅水小学校
登米祝祭劇場

平成30年度地域文化普及
育成事業　訪問コンサー
ト（アウトリーチとコン
サート）事業

クインテット・アッ
シュ 登米市 公益財団法人登米文

化振興財団 458

3月7日（木）
3月8日（金）

第三中学校
塩竈市営伊保石住
宅集会所
浦戸小学校
浦戸中学校
緑ヶ丘病院
塩竈市遊ホール

音楽アウトリーチ事業

菅野　潤（ピアノ）
ルツ・レスコヴィッツ

（ヴァイオリン）
ウヴェ・ヒルト＝シュ
ミット（チェロ）

塩竈市 塩竈市遊ホール協会 787
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業

マリンピアコンサート 音楽アウトリーチ（蔵王町）

みんなでヴァイオリンに触れる，心の音色を聴く

平成30年度音楽アウトリーチ事業（白石市）

平成30年度地域文化普及育成事業　
訪問コンサート(アウトリーチとコンサート)事業

文化センター×山響　アウトリーチプロジェクト

平成30年度音楽アウトリーチ事業（大郷町）

フルート奏者・荒川洋の輝く音色の輝き！！
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主

催

事

業

木村　麻衣子　阿部　玲子 仙台サクソフォン四重奏団

音楽アウトリーチ　普及事業一覧表
　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を派遣しています。

音楽アウトリーチ普及事業
開催日 会場 講師名 市町村 参加人数

9月18日（火） 前川小学校 ほうねん座 川崎町 31

9月25日（火） 耕野小学校 木村　麻衣子
阿部　玲子 丸森町 7

9月27日（木） 南郷中学校 木村　麻衣子
阿部　玲子 美里町 36

10月16日（火） 富岡小学校
田原　さえ
小野　綾子
千葉　展子

川崎町 31

10月31日（水） 旭小学校
高見　秀太朗
鈴木　真衣
千葉　展子

加美町 20

10月31日（水） 舘矢間小学校 仙台サクソフォン四重奏団 丸森町 18

11月2日（金） 唐桑中学校 仙台木管五重奏団 気仙沼市 41

11月8日（木） 賀美石小学校 マリンピア 加美町 40

11月16日（金） 石森小学校 長谷川　康
東　歩美 登米市 36

11月20日（火） 北浦小学校 仙台チェンバーアンサンブル 美里町 42

11月20日（火） 下伊場野小学校
田原　さえ
小野　綾子
千葉　展子

大崎市 19

11月29日（木） 中井小学校 ムズィカ・ヴェルデ 気仙沼市 35

12月11日（火） 宝江小学校 杜の響金管五重奏団 登米市 36

12月17日（月） 西小野田小学校 阿部玲子with吉岡知広＆宮地夏海 加美町 32
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主
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事

業

菊地　義彦

小畑　次郎

阿部　明子

種澤　有希子

松浦　繁

佐藤　ジュンコ

みやぎ芸術銀河作品展

　本県で活躍する芸術家を顕彰する宮城県芸術選奨。平成29年度宮城県芸術選奨受賞者の作品等を展示しました。

作品出品者

□宮城県芸術選奨受賞者
菊地　義彦（美術・洋画）／種澤　有希子（美術・工芸）／竹内　英典（文芸）
田原　さえ（音楽）／小畑　次郎（演劇）

□宮城県芸術選奨新人賞受賞者
松浦　繁 （美術・彫刻）／阿部　明子（美術・写真）／熊谷　由海（演劇）
長谷川　静香（舞踊）／佐藤　ジュンコ（メディア芸術）

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30年11月19日（月）～25日（日）
場　所：東京エレクトロンホール宮城　501・502展示室
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みやぎの高校生 文化芸術表現力強化対策事業

　県内高校生の表現力を育み，強化するため，講習会等を開催しました。

主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会，宮城県高等学校文化連盟
開催日：平成30年5月12日（土）~12月26日（水）
場　所：県内各地

器楽・管弦楽
開催日 会場 企画名 参加人数
9月13日（木） 東北生活文化大学高等学校 ギター合奏講習会 27
9月29日（土） 石巻好文館高等学校 マンドリン合奏講習会 53
10月5日（金） 東北生活文化大学高等学校 ギター合奏講習会 27
10月7日（日） 東北生活文化大学高等学校 ギター合奏講習会 27
10月8日（月） 石巻好文館高等学校 マンドリン合奏講習会 53
10月11日（木） 石巻好文館高等学校 マンドリン合奏講習会 53
10月12日（金） 石巻好文館高等学校 マンドリン合奏講習会 53

12月16日（日） 宮城第一高等学校・尚絅学院高等学校・
秀光中等教育学校 管弦楽合奏講習会 123

自然科学
開催日 会場 企画名 参加人数
6月23日（土） 仙台市宮城野区文化センター 第1回生徒研修会 164
12月25日（火） 仙台市若林区文化センター 第2回生徒研修会 116

文芸
開催日 会場 企画名 参加人数
10月19日（金） 東京エレクトロンホール宮城 第25回宮城県高等学校総合文化祭文芸部門 165

吟詠剣詩舞
開催日 会場 企画名 参加人数
5月12日（土）

古川黎明高等学校 強化練習会

12
5月27日（日） 11
6月3日（日） 11
7月7日（土） 13
7月8日（日） 13
7月14日（土） 10
7月23日（月） 10
8月6日（月） 13
12月16日（日） 7
12月26日（水） 8
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こどものための舞台芸術見本市（県域事業）
　県内の子ども達や，学校・保育園などの施設職員の方々等に舞台芸術の豊かさに触れてもらい，アウトリーチ活動の推進
と理解を深めてもらうため開催しました。子ども向けの舞台芸術プログラムを体験するステージや，情報・相談ブースを設
置しました。

　主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会
　企　画：ARCT

・にこらかくらフェスティバル
　日　程：平成30年8月14日（火）~15日（水）
　会　場：楽天生命スマイルグリコパーク 
　協　力： せんだい演劇工房10-BOX，boxes Inc.，山元町教育委員会，山元町児童館，山元町子育て支援センター，

公益財団法人仙台市市民文化事業団
　出演者：劇団CORPUS，仙台シアターラボ，おはようシアター，ぼたもち堂，劇団 短距離男道ミサイル

・こどものための舞台芸術見本市in山元町
　日　程：平成31年3月25日（月）
　会　場：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） 
　後　援：山元町，山元町教育委員会 
　協　力：株式会社楽天野球団，boxes Inc. ，株式会社nandary candary
　出演者：渋谷 裕子，野々下 孝，白鳥 英一，飯沼 由和，村越 勇一，渡邉 悠生
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芸術銀河スペシャルコンサート
～恩田陸『蜜蜂と遠雷』から～
　ピアニストと国際音楽コンクール　Vol.2
　仙台フィルハーモニー管弦楽団によるピアノコンチェルト

　多くの県民に優れた文化芸術に触れる機会を提供するため，仙台市出身の作家・恩田陸氏の作品『蜜蜂と遠雷』（直木賞
＆本屋大賞受賞作）で描かれた世界観を再現した，「芸術銀河スペシャルコンサート」を開催しました。

主　催：みやぎ県民文化創造の祭典実行委員会，宮城県，仙台フィルハーモニー管弦楽団
共　催：宮城県民会館管理運営共同企業体（宮城県文化振興財団，東北共立，陽光ビルサービス）
協　力：公益財団法人仙台市市民文化事業団（仙台国際音楽コンクール事務局）
日　程：平成31年3月20日（水）
会　場：東京エレクトロンホール宮城
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共催事業
　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。

第26回宮城シニア美術展
　県内在住の60歳以上アマチュアの
方の，日本画・洋画・書・写真・工
芸の作品展示を行いました。各部門
の最優秀作品及び優秀作品は，「第32
回全国健康福祉祭和歌山大会」美術
展部門に宮城県代表として出展しま
す。

期間：  平成30年11月29日（木）～ 
12月2日（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

仙台フィルハーモニー管弦楽団　第321回・第322回・第323回定期演奏会
　実力ある指揮者陣と，豪華なソリスト陣を迎え，魅力的なプロ
グラムをお届けしました。これまでの県民，市民の皆様の温かい
ご支援に感謝しながら，地域の活性化，音楽文化の振興に取り組
むと共に，より一層の向上と質の良い音楽の提供を目指し，オー
ケストラファン層の拡大に取り組みます。

期間： 第321回：平成30年9月14日（金），15日（土） 
第322回：平成30年10月19日（金），20日（土） 
第323回：平成30年11月23日（金），24日（土）

会場：日立システムズホール仙台
主催：公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団

復元船進水25周年記念企画展 
「進水式－サン・ファン号が生まれた日－」
　新旧のサン・ファン号の進水に加え，仙台藩で建造されたもう一
つの洋式帆船「開成丸」の進水に関しても資料を交えて展示しました。
また，進水の意義・進水と「ハレ」の文化等についても触れるなど，
船と進水式というテーマについて改めて紹介する企画展を開催しま
した。

期間： 平成30年7月21日（土）～ 
平成31年3月25日（月）

会場：宮城県慶長使節船ミュージアム（サン・ファン館）
主催：公益財団法人慶長遣欧使節船協会

復元船進水25周年記念事業 
シンポジウム「空と海とサン・ファン号」

　進水25周年を迎えた「サン・ファン・バウティスタ」。四半世紀
の航跡を継承して未来につなぐ針路を“観光”の視点から見いだすた
めのシンポジウムを開催しました。

期間：平成30年11月22日（木）
会場：石巻グランドホテル
主催：  公益財団法人慶長遣欧使節船協会，河北新報社

宮城県特別支援学校文化祭
　宮城県内の特別支援学校全22校参加による文化祭を開催しまし
た。作業製品等の展示・販売活動，喫茶コーナーの運営，ダンスや
太鼓演奏等のステージ発表等を行いました。

期間：平成30年11月11日（日）
会場：藤崎本館サンモール一番町側特設会場，藤崎一番町館５階
主催：  宮城県教育委員会

復元船進水25周年記念事業 
サン・ファン・バウティスタ出帆記念イベント
　サン・ファン・バウティスタの出帆記念日に併せ，地域の伝統芸
能や東北弁落語などのイベントを開催しました。

期間：平成30年10月28日（日）
会場：宮城県慶長使節船ミュージアム（サン・ファン館）
主催：公益財団法人慶長遣欧使節船協会，河北新報社

ディズニー・アート展　いのちを吹き込む魔法
　ミッキーマウスの誕生作から「シュガー・ラッシュ：オンライン」
まで90年分のディズニー・アニメーション作品の原画やコンセプ
ト・アートなど約500点を展示しました。「いのちが吹き込まれた瞬
間」をコンセプトに，ディズニーが歩んできた創造力と技術革新の
軌跡を紹介しました。

期間：平成30年6月16日（土）～9月30日（日）
会場：  宮城県美術館
主催：宮城県美術館，ミヤギテレビ
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東北文化の日
　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30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27日（土）～11月25日（日）までを中心とした約1か月間
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）

平成30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

期間：平成31年2月2日（土）
会場：七ヶ浜国際村ホール
主催：   宮城県，宮城県教育委員会， 

七ヶ浜町，七ヶ浜国際村事業協会

仲道郁代ピアノ・リサイタル 
～いつもあなたとショパン～ 

第２回　室内楽で奏でるピアノ協奏曲
　ピアニスト仲道郁代氏によるピアノリサイタルを開催しました。
２回目となる今回は，室内楽と共演し，ピアノ協奏曲を演奏しました。

期間：   平成30年9月9日（日）
会場：七ヶ浜国際村ホール
主催：   七ヶ浜国際村事業協会， 

公益財団法人宮城県文化振興財団，
宮城県

カナディアン・ブラス
　伝説の金管五重奏団として世界中で聴衆を
魅了するカナディアン・ブラスによる緻密な
演奏，そして，ユーモアが溢れるステージパ
フォーマンスで観客を魅了しました。楽器ク
リニック参加者も多数で大好評でした。

期間：平成30年10月25日（木）
会場：えずこホール
主催：   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， 
公益財団法人宮城県文化振興財団

朴
パク

　葵
キ ュ ヒ

姫ギターリサイタル
　朴葵姫によるギターリサイタルを開催しました。「アルハンブラの
思い出」等を演奏し，美しいトレモロ奏法で聴衆を魅了しました。

期間：平成30年11月18日（日）
会場：中新田バッハホール
主催：   加美町， 

公益財団法人宮城県文化振興財団

平成30年度宮城県地方音楽会 
inけせんぬま

期間：平成31年2月10日（日）
会場：気仙沼市民会館
主催：宮城県，宮城県教育委員会，気仙沼市，気仙沼市教育委員会

ジュニアジャズミーティングinみやぎ
　定禅寺ストリートジャズフェスティバルの開催期間中に，震災か
らの復興と次世代を担う子供たちの育成と交流を図るため，県内外
のジュニアジャズグループによる公演を開催しました。

期間：平成30年9月9日（日）
会場：東京エレクトロンホール宮城
主催：   公益財団法人宮城県文化振興財団

登米文化振興財団設立25周年記念 
第14回ときめき市民コンサート

　合唱を中心にした市民手作りの音楽イベントを開催しました。公
募で集まった市民で構成する「とめ市民合唱団」と東京混声合唱団
のメンバーとの共演による公演を行いました。

期間：平成30年11月11日（日）
会場：登米祝祭劇場
主催：  登米市，登米市教育委員会， 

公益財団法人登米文化振興財団，
公益財団法人宮城県文化振興財団

ファミリーエンターテイメントマジックショー 
たかお晃市のFUN　HOUSE

　たかお晃市による観客参加型のマジックショー
を開催しました。多くの親子がマジックショーを
楽しみました。

期間：平成30年11月25日（日）
会場：塩竈市遊ホール
主催：   塩竈市遊ホール協会， 

公益財団法人宮城県文化振興財団
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協賛事業
　芸術銀河の重点期間中（9月～11月）を中心に，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。

第55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。

事業名 期日 会場

特別企画「結いⅡ」 9月30日（日） せんだいメディアテーク１F

工芸展 9月21日（金）～9月26日（水） せんだいメディアテーク５F

写真展・写真公募展 9月21日（金）～9月26日（水） せんだいメディアテーク５F

絵画展（公募の部） 9月21日（金）～9月26日（水） せんだいメディアテーク６F

彫刻展 9月21日（金）～9月26日（水） せんだいメディアテーク６F

絵画展（会員展） 9月28日（金）～10月3日（水） せんだいメディアテーク５・６F

華道展 10月5日（金）～10月10日（水） せんだいメディアテーク５F

書道展 10月5日（金）～10月10日（水） せんだいメディアテーク５・６F

文学散歩 10月3日（水）～10月4日（木） 福島県浜通り地区

受賞者によるガラコンサート 10月7日（日） 日立システムズホール仙台

茶会 10月14日（日）・21日（日）・28日（日） 輪王寺

「宮城県文芸年鑑」発行 10月15日（月） —

長唄演奏会 10月21日（日） 日立システムズホール仙台

文芸祭 10月27日（土） 東京エレクトロンホール宮城

音楽会 11月9日（金） 日立システムズホール仙台

表彰式 11月21日（水） ホテルメトロポリタン仙台

第39回音楽コンクール
予選：2月17日（日）

日立システムズホール仙台
本選：3月17日（日）

第22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22回目を迎えました。今回は登米祝祭劇場を会場に，
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。

開催日 場所 内容

10月27日（土）・28日（日） 登米祝祭劇場

■展示部門
　県内各地から出品された書，絵画，写真のほか，各種芸術作品の展示
■舞台部門
　各地区の特色ある舞台演目を中心とした公演
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美　術
事業名 主催 実施日 会場

平成30年度県民共済写真展 宮城県民共済生活協同組合 平成30年10月11日（木）～
21日（日）

県民共済ビル1F多目的
ホール

平成30年度宮城県写真展 宮城県写真連盟 平成30年12月11日(火)～
16日(日)

宮城県美術館県民ギャラ
リー

加川広重アートプロジェクト
絵画が伝える、震災の記憶 蔵王町教育委員会 平成30年11月23日（金）～

12月2日（日） 蔵王町ふるさと文化会館

第70回毎日書道展東北仙台展 毎日新聞社，一般財団法人毎日書道会 平成30年9月14日（金）～
19日（水） せんだいメディアテーク

大衡村ふるさと美術館企画展
「千葉　照男　日本一大きな釜神様
展」

大衡村教育委員会 平成30年9月8日（土）～
10月8日（月） 大衡村ふるさと美術館

大衡村ふるさと美術館企画展
東北生活文化大学企画展

「ナゾ謎なぞなミュージアム」
大衡村教育委員会 平成30年10月11日（木）～

11月8日（木） 大衡村ふるさと美術館

大衡村ふるさと美術館企画展
陶芸家佐々木　勝児の

「レプリカ日本の土偶展」
大衡村教育委員会 平成30年11月14日（水）～

12月5日（水） 大衡村ふるさと美術館

第71回塩竈市美術展 塩竈市，塩竈市教育委員会，塩釜市芸
術文化協会

平成30年11月６日（火）～
11日（日）

塩竈市生涯学習センター
「ふれあいエスプ塩竈」

音　楽
事業名 主催 実施日 会場

第28回定禅寺ストリートジャズフェ
スティバルin仙台

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

平成30年9月8日（土），
9日(日) 仙台市中心部

第28回ワンコインコンサート 公益財団法人仙台ひと・まち交流財団　
仙台市宮城野区文化センター 平成30年9月20日（木） 仙台市宮城野区文化セン

ター　パトナホール

宮城野区文化センター室内楽セレク
ションMusic From PaToNa vol.19　
みちる

公益財団法人仙台ひと・まち交流財団　
仙台市宮城野区文化センター 平成30年10月30日（火） 仙台市宮城野区文化セン

ター　パトナホール

第37回多賀城市民音楽祭 多賀城市教育委員会 平成30年11月11日（日） 多賀城市民会館

2018仙台オペラ協会第43回公演
「修道女アンジェリカ／カヴァレリ
ア・ルスティカーナ」

一般社団法人仙台オペラ協会 平成30年9月1日（土），
2日(日)

東京エレクトロンホール
宮城

カニサレス
フラメンコクインテット

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

平成30年9月26日（水） えずこホール（仙南芸術
文化センター）

えずこミュージック♪
アカデミーコンサート22nd

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

平成30年11月25日（日） えずこホール（仙南芸術
文化センター）

文　芸
事業名 主催 実施日 会場

第25回「壺の碑」全国俳句大会 「壺の碑」全国俳句大会実行委員会 平成30年10月14日（日） 多賀城市文化センター

第64回松島芭蕉祭並びに全国俳句大
会

松島町，公益財団法人宮城県文化振興
財団，宮城県俳句協会 平成30年11月11日（日） 松島町瑞巖寺本堂，松島

町文化観光交流館
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演　劇
事業名 主催 実施日 会場

PARCOプロデュース「チルドレン」
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

平成30年10月30日（火） えずこホール（仙南芸術
文化センター）

登米文化振興財団設立25周年記念　
劇団ドリーム☆キッズ
第16回ミュージカル公演「明日へ架
ける橋～テラビシアからの贈り物～」

登米市，登米市教育委員会，公益財団
法人登米文化振興財団

平成30年9月8日(土)，
9日(日) 登米祝祭劇場

洋　舞
事業名 主催 実施日 会場

第55回宮城県芸術祭参加
第49回洋舞公演 宮城県洋舞団体連合会 平成30年10月8日(月) 日立システムズホール仙

台

民俗・伝統芸能
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
(主管　登米能実行委員会) 平成30年9月15日（土） 登米町伝統芸能伝承館

｢森舞台｣

第37回蔵王町民謡舞踊発表会 蔵王町文化協会 平成30年11月3日（土） 蔵王町ふるさと文化会館

第62回仙台三曲協会定期演奏会 仙台三曲協会 平成30年10月14日（日） 日立システムズホール仙台

奥州森邑十三講秋祭り
第28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 平成30年11月11日（日） 登米市森公民館

総　合
事業名 主催 実施日 会場

平成30年度市民文化祭（気仙沼市） 気仙沼市文化協会 平成30年10月5日(金)～
11月4日（日）

気仙沼市民会館，気仙沼
中央公民館，
唐桑体育館　ほか

おおさと秋まつり生涯学習フェス
ティバルの部 大郷町，大郷町教育委員会 平成30年10月27日（土），

28日（日）

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）

第42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

平成30年11月3日（土），
4日（日） 蔵王町ふるさと文化会館

第14回蔵王ふるさとファンタジー 蔵王町文化協会 平成30年11月4日（日） 蔵王町ふるさと文化会館

第46回文化祭 多賀城市芸術文化協会 平成30年11月3日（土） 多賀城市文化センター

第42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

平成30年11月2日(金)，
3日(土) 涌谷公民館

新！方舟祭2018 リアス・アーク美術館 平成30年9月27日（木）～
11月4日（日） リアス・アーク美術館

七ヶ浜町文化協会第32回「文化祭」 七ヶ浜町文化協会 平成30年10月28日（日） 七ヶ浜国際村

第42回山元町　町民文化祭 山元町文化協会 平成30年11月2日（金）～
4日（日）

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」

第34回　塩竈市芸術文化祭 塩釜市芸術文化協会 平成30年10月６日（土），7日(日) 塩竈市遊ホール

2018芸術祭 登米市迫文化協会，登米市教育委員会

・ 展示発表の部：平成30年11
月10日（土），11日（日）

・ ステージ発表の部：平成30
年11月25日（日）

登米市迫公民館，登米市
迫体育館，登米祝祭劇場
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芸術銀河 2018　実施結果
主　催 参加者数

事業数 開催市町村 開催会場数 出品者・出演者数 参加者数 合　計
舞台ワークショップ市町村事業 1 11 55 98 2,947 3,045
美術ワークショップ市町村事業 1 1 1 3 16 19
美術ワークショップ普及事業 1 9 15 15 261 276
音楽アウトリーチ市町村事業 1 10 39 23 4,081 4,104
音楽アウトリーチ普及事業 1 7 14 46 424 470
芸術銀河スペシャルコンサート 1 1 1 70 1,184 1,254
宮城県芸術銀河作品展 1 1 1 10 225 235
みやぎの高校生　文化芸術表現力強化事業 1 2 7 63 969 1,032
こどものための舞台芸術見本市（県域事業） 1 2 2 38 2,527 2,565
小計 9 44 135 366 12,634 13,000

共　催 参加者数
事業数 開催市町村 開催会場数 出品者・出演者数 参加者数 合　計

18 23 69 2,000 274,652 276,652
※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・イベントを計上しています。

協　賛 参加者数
事業数 開催市町村 開催会場数 出品者・出演者数 参加者数 合　計

52 13 95 14,567 792,250 806,817

合　計 参加者数
事業数 開催市町村 開催会場数 出品者・出演者数 参加者数 合　計

79 80 299 16,933 1,079,536 1,096,469

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月を中心に通年で実施し,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/soshiki/syoubun/
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