主催事業

■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
■若手芸術家育成事業
■みやぎ芸術銀河作品展
■地域文化発信支援

共催事業 イベント 8件
協賛事業 イベント15件
※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。

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

みやぎ県民文化創造の祭典

芸術銀河
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主催事業

舞台ワークショップ

美術ワークショップ

舞台芸術（演劇・ダンス・身

県内等で活躍している美術

体表現など）
で活躍している方

家を講師に迎え、学校や公民

を講師に迎え、
学校やホールな

館などで自ら作品を作ること

ど身近な場所で、身体で表現

を通して、製作の楽しさを体験

する楽しさを体験する少人数

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。

のワークショップを行います。

音楽アウトリーチ

若手芸術家育成事業

音楽で活躍している芸術家

県内高校生の文化芸術に係

が学校や施設を訪れ、
曲にまつ

る表現力を育み、
強化するとと

わる話題・楽器を奏でる体験な

もに、宮城県の文化芸術の振

どを参加者に提供し、
音楽を通

興・発展に寄与することを目的

して講師と参加者が楽しいひと

とし、
様々な事業を展開します。

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。

みやぎ芸術銀河作品展
宮城県芸術選奨を受賞され
た方の作品等を展示します。

地 域 芸 能 の 成り立ちや 魅
力を伝える体験型の啓発活動
（地域芸能アウトリーチ）や、

開催時期

伝承・継承のための映像作成

令和３年１月下旬
会

地域文化発信支援

等を実施します。

場

東京エレクトロンホール宮城

共催事業

宮城県美術館
東山魁夷

唐招提寺御影堂障壁画展

東山魁夷は唐招提寺から御影堂の障壁画制作を受託し、
11年の歳月を費やして完成させました。

第28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

本展は、年に数日しか公開されないこの障壁画68面を一

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

堂に展示し、同時に制作に至る過程のスケッチや下図などの

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す

関連資料も紹介し、
その全貌に迫るものです。

るものです。

日 時

料

金

9月19日(土)〜11月1日(日)
午前9時30分～午後5時（発券は午後4時30分まで）
休館日：毎週月曜日
（祝日の場合、翌平日が振替休館）

日 時

9月3日(木)〜9月6日(日)
午前10時〜午後4時30分
最終日終了時刻/午後3時

一般1,400円
（1,200円） 学生1,200円
（1,000円）
小・中・高校生700円
（550円）

料 金

無料
※作品出展料

問合せ

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
☎022-223-1171

※
（

問合せ

）
内は前売および20名以上の団体料金

宮城県美術館

☎022-221-2111

1作品/500円

共催事業

仙台フィルハーモニー管弦楽団
第339回定期演奏会
常任指揮者 飯守泰次郎の指揮で、
ピアノに野平一郎を迎
え、ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番、交響曲第7番を取
り上げます。今年、生誕250年を迎えるベートーヴェンの音楽
をお楽しみください。
9月18日(金) 午後7時〜午後9時

日

時

会

場 日立システムズホール仙台

9月19日(土) 午後3時〜午後5時

第340回定期演奏会
レジデント・コンダクター高関健の指揮で、
ヴァイオリンに
第７回仙台国際音楽コンクール第３位の友滝真由を迎え、
バ
ルトークのヴァイオリン協奏曲第２番、
ショスタコーヴィチの

すべて共通

交響曲第１番を取り上げます。
日

時

10月10日(土) 午後3時〜午後5時

会

場 仙台銀行ホール イズミティ21

S席／5,100円
（ユース2,000円）
A席／4,600円
（ユース1,500円）
Z席／2,000円

第341回定期演奏会
指揮に梅田俊明、
ヴァイオリンに竹澤恭子を迎え、
ベートー
ヴェンの
「コリオラン」序曲、
メンデルスゾーンのヴァイオリン

※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。
※新型コロナウイルス感染症の影響と感染症拡大予防ガイドラインにより、当初
の予定より出演者と曲目を変更しております。

協奏曲、
シベリウスの交響曲第１番をお届けいたします。
日

時

11月14日(土) 午後3時〜午後5時

会

場 仙台銀行ホール イズミティ21

東北歴史博物館
秋季特別展
「伝わるかたち/伝えるわざ－伝達と変容の日
本建築」
建築を構成する組物・障壁画・座敷飾や、建築をあらわした
図面・絵画・模型などを紹介しながら、建築のさまざまな情報
がどのように伝達したのか、その技法や知恵、意味や背景に
迫る日本建築史の新しい展覧会です。
日 時

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団
☎022-225-3934

名取市文化会館
声優朗読劇フォアレーゼン

藤原実方

若手人気声優による朗読と箏の演奏でつづる物語。
名取の地
にゆかりのある歌人で、
光源氏のモデルの一人と言われている
中将藤原朝臣実方を題材にオリジナルの脚本でお届けします。
日 時

9月27日(日) 午後3時〜午後5時

料 金

前売り券 指定席 4,500円

問合せ

名取市文化会館 ☎022-384-8900

9月26日(土)〜11月23日(月・祝)
午前9時30分〜午後5時
一般1,200円

料 金 シルバー1,100円
小中高生400円
問合せ

問合せ

東北歴史博物館
☎022-368-0106

宮城県慶長使節船ミュージアム
サン・ファン・バウティスタ出帆記念祭
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。
日 時

11月1日(日)〜3日
（火・祝） 午前10時〜午後3時

料 金

無料

問合せ

公益財団法人慶長遣欧使節船協会 ☎0225-24-2210

協賛事業

第５７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39年か
ら開催され、今年で57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。
期 日

事業名

会

写真展・

9月26日
（土）〜  9月29日
（火）

フォトサミットin Sendai2020

せんだいメディアテーク5F

絵画展（公募の部）

彫刻展・彫刻公募展

絵画展

華道展

書道展

工芸展
「宮城県文芸年鑑」発行
文芸祭

表彰式

入場料・参加費等

場

9月26日
（土）〜  9月29日
（火）
せんだいメディアテーク6F
9月26日
（土）〜  9月29日
（火）
せんだいメディアテーク5F
10月  3日
（土）〜10月  6日
（火）

入場料：500円

せんだいメディアテーク5F・6F
10月10日
（土）〜10月13日
（火）
せんだいメディアテーク5F
10月10日
（土）〜10月13日
（火）
せんだいメディアテーク5F
11月  5日
（木）〜11月  9日
（月）
TFUギャラリーミニモリ
10月15日
（木）

定

10月24日
（土）

価   1,000円

入場無料

東京エレクトロンホール宮城
11月24日
（火）
ホテルメトロポリタン仙台
ヴァイオリン部門
ピアノ部門

予選：令和3年2月14日
（日）

参加費（予選、本選）

本選：令和3年3月14日
（日）

◦ヴァイオリン部門

予選：令和3年2月21日
（日）

初級……7,000円

本選：令和3年3月21日
（日）

中級……8,000円
上級 … 10,000円

第41回音楽コンクール

〈本選のみ〉

◦ピアノ部門

◦きらきら星………………7,000円

◦ヴァイオリン部門

◦ツィゴイネルワイゼン … 8,000円

仙台銀行ホール イズミティ21

◦ピアノ部門〈A、B〉
初級……7,000円
中級……8,000円
上級 … 10,000円
問合せ

公益社団法人宮城県芸術協会

☎022-261-7055

文芸
第27回「壺の碑」全国俳句大会
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

会

場

料

金

問合せ

洋画、日本画、書道の一般公募展です。今年で第73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。

井上康明氏を講師にお迎えして、第27回を

開催します。
日 時

第73回塩竈市美術展

11月10日(火)〜11月15日(日)
日 時

10月11日(日)

投句料：兼題の部3句1組1,000円

会

場

塩竈市生涯学習センター「ふれあいエスプ塩竈」

料

金

無料
塩竈市美術展実行委員会事務局

大会当日嘱目吟参加費1,000円
「壺の碑」全国俳句大会実行委員会事務局

14日
（土）
は午後5時まで、最終日15日
（日）
は午後
3時まで

午前10時〜午後4時30分
多賀城市文化センター

午前10時〜午後6時

問合せ （塩竈市生涯学習センター

塩竈市公民館内）

☎022-365-3341

☎022-365-0492

2020年度県民共済写真展

美術
令和2年度

宮城県写真展

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。
日 時

から、写真評論家「飯沢耕太郎氏」による審査で選出されま
した入賞作品を県民共済ホームページ・写真展パンフレッ
トに掲載します。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、展示の
日 時

12月1日(火)〜12月6日(日)
午前9時30分〜午後4時30分

会

場

県民共済１階多目的ホール

料

金

無料

問合せ

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

宮城県写真連盟事務局 ☎022-251-6241

予定はありません。県民共済ホームページとパン
フレットに入賞作品を掲載します。

会

場

県民共済ビル
（審査会場）

料

金

無料

問合せ

宮城県民共済生活協同組合
☎022-374-4588

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）
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。

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

9月
第28回宮城シニア美術展

3日
（木）

〜6日
（日） 会場／宮城県美術館県民ギャラリー

仙台フィルハーモニー管弦楽団

18日
（金）

第339回定期演奏会

〜19日
（土） 会場／日立システムズホール仙台

東山魁夷

19日
（土）
〜11月1日(日)

唐招提寺御影堂障壁画展

会場／宮城県美術館

秋季特別展「伝わるかたち/伝えるわざ－伝達と変容の日本建築」

26日
（土）
〜11月23日(月・祝)

会場／東北歴史博物館

第57回宮城県芸術祭

26日
（土）

〜令和3年3月21日(日） 会場／せんだいメディアテーク ほか

声優朗読劇フォアレーゼン 藤原実方

27日
（日）

会場／名取市文化会館

10月
仙台フィルハーモニー管弦楽団

10日
（土）

第340回定期演奏会

会場／仙台銀行ホール イズミティ21

第27回
「壺の碑」全国俳句大会

11日
（日）

会場／多賀城市文化センター

11月
サン・ファン・バウティスタ出帆記念祭

1日
（日）

〜3日
（火・祝） 会場／宮城県慶長使節船ミュージアム

第73回塩竈市美術展

10日
（火）
〜15日(日)

会場／塩竈市生涯学習センター
「ふれあいエスプ塩竈」

仙台フィルハーモニー管弦楽団

14日
（土）

第341回定期演奏会

会場／仙台銀行ホール イズミティ21

12月
令和2年度

1日
（火）
〜6日(日)

宮城県写真展

会場／県民共済１階多目的ホール

1月（令和3年）
みやぎ芸術銀河作品展

下旬

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
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoubun/
主催事業

■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
■若手芸術家育成事業
■みやぎ芸術銀河作品展
■地域文化発信支援

共催事業 イベント 8件
協賛事業 イベント15件
※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。

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

みやぎ県民文化創造の祭典

芸術銀河
2020
EVENT GUIDE

このイベントガイドは16,000部作成し、
1部当たりの印刷単価は15.25円です。

