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　宮城県芸術選奨を受賞さ
れた方の作品等を展示します。

（予定）

　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ワーク
ショップを行います。 

舞台ワークショップ

　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ワーク
ショップを行います。

美術ワークショップ

　音楽家が学校や施設を訪
れ、楽器を奏でる体験などを
参加者に提供し、音楽を通して
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。 

音楽アウトリーチ

　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、様々な事業を展開します。

青少年育成総合事業

みやぎ芸術銀河作品展

　県制150周年を記念し、郷土への誇りと愛着を育む、心に残る
コンサートを開催します。

みやぎ発信劇場（県制150周年記念事業）

日　時 令和５年２月15日（水）

会　場 宮城野区文化センター　パトナホール

日　時 令和５年１月下旬

会　場 東京エレクトロンホール宮城（予定）

日　時
12月1日（木）〜12月4日（日）
午前10時（初日は10時30分）〜午後4時30分（最終日は午後3時）

会　場 宮城県美術館

料　金 無料

問合せ 社会福祉法人宮城県社会福祉協議会　☎022-223-1171

　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。

第30回宮城シニア美術展

日　時
10月8日（土）〜11月25日（金）
午前9時30分〜午後5時（発券は午後4時30分まで）

会　場 宮城県美術館

料　金
〈前売り券〉一般：1,400円、学生：1,200円、小中高生：650円
〈当  日  券〉一般：1,600円、学生：1,400円、小中高生：800円

問合せ 宮城県美術館　☎022-221-2111

　本展では、東北初公開とな
るヨハネス・フェルメールの
初期の傑作《窓辺で手紙を読
む女》のほか、ドレスデン国
立古典絵画館の豊富なコレ
クションから、レンブラントや
メツーなど、17世紀オランダ
を代表する画家たちによる
名品約70点を展示します。

ドレスデン国立古典絵画館所蔵フェルメールと
17世紀オランダ絵画展

©ヨハネス・フェルメール《窓辺で手紙を読む女》
（修復後）

主
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　サン・ファン館の平川新館長が講師をつとめる歴史講座を開
催いたします。世界史を中心とした3つのテーマをもとに歴史の
楽しさ、奥深さについて伝えます。（要事前予約）

【共催：河北新報社】

宮城県慶長使節船ミュージアム（サン・ファン館）

日　時
7月16日（土）、8月27日（土）、9月24日（土）
午後1時30分〜午後3時

料　金 無料

問合せ サン・ファン館　☎0225-24-2210

　復元船の進水日を祝い、サン・ファン館とサン・ファンパークを
PRし地域活性化を図る、石巻市民手作りのお祭りです。当日はサ
ン・ファン館が無料となり、隣接するパークではステージでの伝
統芸能の披露や各種出店、その他様々なイベントが行われます。

日　時 10月23日（日）　午前10時〜午後4時

料　金 無料

問合せ サン・ファン祭り実行委員会事務局　☎0225-24-2210

第29回サン・ファン祭り「新時代への航路」

　サン・ファン館の原点である「帆船」がなぜつくられ、どのように
して旅立ち、そして何をもたらすのか、その意義について紹介す
る企画展です。

日　時
7月15日（金）〜10月31日（月）
午前9時30分〜午後4時30分（8月中は5時30分まで開館）

料　金 入館料：350円（高校生以下無料）

問合せ サン・ファン館　☎0225-24-2210

令和4年度企画展「帆船と航海」

　サン・ファン館は、展示物などのリニューアルを行い、令和6年
度に新しく生まれ変わります。この機会に、「新しいサン・ファン館
に期待するもの」について博物館・観光・教育など様々な視点から
話し合うシンポジウムを開催します。

日　時
10月29日（土）
午後1時30分〜午後3時30分

料　金 無料

問合せ サン・ファン館　☎0225-24-2210

シンポジウム「未来への航海 ─新しいサン・ファン館
に期待するもの─」

サン・ファン歴史講座「サン・ファン号出帆の世界史的
前提 ─「戦国日本」から「帝国日本」へ─」

共
催
事
業

※ユースは、ご来場の演奏会当日に25歳未満の方が対象です。

仙台フィルハーモニー管弦楽団
日立システムズホール仙台・コンサートホール

日　時
11月18日（金）　午後7時〜9時
11月19日（土）　午後３時〜5時

　指揮に下野竜也、ヴァイオリンに三浦
文彰を迎え、ハイドンの交響曲第41番、
ベルクのヴァイオリン協奏曲「ある天使
の思い出に」、モーツァルトの交響曲第
41番「ジュピター」をお届けいたします。

第359回定期演奏会

日　時
10月7日（金）　午後7時〜9時
10月8日（土）　午後３時〜5時

　常任指揮者である飯守泰次郎の指揮
で、新進気鋭の若手チェロ奏者・佐藤晴真
を迎え、ドヴォルザークのチェロ協奏曲、
シューマンの交響曲第3番「ライン」をお楽
しみいただきます。哀愁ある美しい旋律と、
明るく壮大なロマン派時代の作品です。

第358回定期演奏会

　桂冠指揮者であるパスカル・ヴェロの指揮
で、シューベルトの交響曲第5番、ストラヴィ
ンスキーの室内オーケストラのための協奏曲

「ダンバードン・オークス」、バレエ音楽「ペト
ルーシュカ」を取り上げます。色彩豊かなオー
ケストラの響きをお楽しみいただきます。

日　時
９月16日（金）　午後7時〜9時
９月17日（土）　午後３時〜5時

第357回定期演奏会

すべて共通

前売り券、当日券ともに
 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

公益財団法人仙台フィルハーモニー管弦楽団　☎022-225-3934問合せ
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日　時 11月5日（土）　午後3時〜

会　場 名取市文化会館　中ホール

料　金 全席指定　一般：2,500円

問合せ 名取市文化会館　☎022-384-8900

　日本を代表するプロ合唱団「東京混声合唱団」メンバーによる声
楽アンサンブルコンサート。定番の合唱曲や、古くから親しまれてい
る日本歌曲、歌謡曲など幅広い曲目をお届けします。一度は耳にし
たことのある名曲の数々を美しいハーモニーでお楽しみください。

《名取市文化会館開館25周年記念》東混ゾリステン
～東京混声合唱団メンバー８名による～

日　時 9月11日（日）　午前11時〜午後4時

会　場 定禅寺ストリートジャズフェスティバル会場

料　金 無料

問合せ 公益財団法人宮城県文化振興財団　☎022-225-8641

　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、元気いっぱいジャズの演奏を繰り広げます。今年は定禅寺
ストリートジャズフェスティバルの野外会場で行います。

ジュニアジャズミーティングinみやぎ２０２２

日　時 9月4日（日）　午後2時〜午後4時

会　場 七ヶ浜国際村ホール

料　金 大人：3,000円、高校生以下：1,500円

問合せ 七ヶ浜国際村　☎022-357-5931

　本公演は、国際村開館30周年を記念し行うもので、開館時の最
初のホール開きコンサートで、仲道郁代氏が弾くメンデルスゾーン
のピアノ三重奏曲を、隣接自治体である多賀城市出身のヴァイオリ
ニストの郷古廉氏と、チェリストの佐藤晴真氏が協演します。

七ヶ浜国際村開館30周年記念公演　
仲道郁代スペシャル・コンサート ～郷古廉、佐藤晴真を迎えて～

©Taku Miyamoto

　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（みやぎ県民文化創造の祭典）

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59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。

事業名 期　日 会　場 入場料・参加費等

華道展   7月  9日（土）〜  7月12日（火） せんだいメディアテーク5F

入場料 500円

書道展   7月  9日（土）〜  7月12日（火） せんだいメディアテーク5F・6F

写真展・フォトサミットin Sendai 2022   7月16日（土）〜  7月19日（火） せんだいメディアテーク5F

絵画展（公募の部）   7月16日（土）〜  7月19日（火） せんだいメディアテーク6F

彫刻展・彫刻公募展   7月16日（土）〜  7月19日（火） せんだいメディアテーク6F

絵画展   7月23日（土）〜  7月26日（火） せんだいメディアテーク5F・6F

第42回音楽コンクール ガラコンサートvol.6   9月25日（日） 日立システムズホール仙台 入場料   1,000円

文学散歩 10月6日（木）〜10月7日（金） 山形方面 参加費 32,000円

「宮城県文芸年鑑」発行 10月 15日（土） ── 定　価   1,000円

長唄演奏会 10月 16日（日） トークネットホール仙台 入場料   1,000円

文芸祭 10月 22日（土） 東京エレクトロンホール宮城 入場無料

音楽会 10月 28日（金） 日立システムズホール仙台 入場料   1,000円

工芸展 11月  9日（水）〜 11月13日（日） TFUギャラリーミニモリ 入場料 500円

第43回音楽コンクール

◦ピアノ部門

◦ヴァイオリン部門

予選

2月19日（日）

本選

◦ピアノ部門：3月19日（日）

◦ヴァイオリン部門：3月26日（日）

日立システムズホール仙台

参加費

◦ピアノ部門〈予選〉

　初級A,B…8,000円　中級A,B…10,000円

　上級A,B…12,000円

◦ピアノ部門〈本選〉

　初級A,B…7,000円　中級A,B…8,000円

　上級A,B…10,000円

◦ヴァイオリン部門〈予選、本選〉

　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

第59回宮城県芸術祭

公益社団法人宮城県芸術協会　☎022-261-7055　問合せ

　七ヶ浜町民が、劇団四季でも活躍した梶賀千鶴子氏をはじめ
とするプロのクリエイティブスタッフとともに本格的な舞台を作
り上げます。七ヶ浜ならではのミュージカルをお楽しみください。

日　時
11月19日（土）  午後6時〜午後7時30分
11月20日（日）  午前11時〜午後0時30分　 午後3時〜午後4時30分

会　場 七ヶ浜国際村ホール

料　金 有料

問合せ 七ヶ浜国際村　☎022-357-5931

NaNa5931（ななごーきゅーさんいち）
オリジナルミュージカル公演

　登米市及び近隣市町の小中高生で構成する劇団のミュージカ
ル公演。友達から遠ざかっていた少年にガキ大将が勇気試しを挑
みます。おばけ達との交流もまじえた彼らの友情の行方は…。

日　時
9月10日（土）  午後6時〜午後7時50分
9月11日（日）  午後3時〜午後4時50分

会　場 登米祝祭劇場大ホール

料　金
〈前売り券〉大人：1,000円、大人・小中高生ペア：1,300円
〈当 日 券〉大人：1,200円、ペア：無し
〈共　　通〉小中高生：500円、未就学児：200円

問合せ 公益財団法人登米文化振興財団　☎0220-22-0111

劇団ドリーム☆キッズ　第20回記念ミュージカル公演
ゴースト☆マイフレンズ！～星祭りの夜に～

演劇 演劇

協
賛
事
業
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　町内の芸術文化協会加盟団体や一般町民が日頃の文化活動
の成果を披露する恒例の行事です。

日　時
11月2日（水）　　  午前9時〜午後3時30分
11月3日（木・祝）　午前9時〜午後3時

会　場 涌谷公民館

料　金 無料

問合せ 涌谷町教育委員会生涯学習課　☎0229-43-3001

第46回涌谷町町民文化祭

　今年、第49回を迎える文化祭は、舞台13団体・展示５団体・茶席
３団体が日頃研鑽している文化活動の成果を発表、ほかに伝統文
化子供教室の皆さんが、７月から学習した成果をご披露致します。

日　時 11月3日（木・祝）　午前10時〜午後3時
会　場 多賀城市文化センター内（市民会館及び中央公民館）
料　金 無料
問合せ 多賀城市芸術文化協会　☎022-364-1490

第49回文化祭

　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、踊りや楽器演奏などのパフォーマ
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。

日　時 9月22日（木）〜10月30日（日）　午前9時30分〜午後5時

会　場 リアス・アーク美術館

料　金 無料

問合せ リアス・アーク美術館　☎0226-24-1611

新！方舟祭2022

　町内で活動している各種文化団体等が、日頃鍛錬習得してきた
活動成果を披露いたします。舞踊等の「芸能の部」と書道や絵画
等の「展示の部」に分かれて開催しますのでぜひご来場ください。

日　時 11月5日（土）〜11月6日（日）　午前10時〜午後3時30分（予定）
会　場 大和町ふれあい文化創造センター（まほろばホール）
料　金 無料
問合せ 大和町文化協会　☎022-344-4401

第50回たいわ町民文化祭

　昨年は２年振りの文化祭を開催しましたが、規模を縮小しての開
催でした。今年はフルメンバーによる文化祭を開催予定です。楽し
い文化祭を見ていただきたく、是非七ヶ浜国際村にお越し下さい。

日　時 10月30日（日）　午前10時〜午後2時

会　場 七ヶ浜国際村

料　金 無料

問合せ 七ヶ浜町中央公民館　☎022-357-3302

七ヶ浜町文化協会第35回「文化祭」

　日ごろの文化活動を発表・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30種目の催しが開催されます。

日　時 10月2日（日）〜11月3日（木・祝）

会　場 気仙沼市民会館　気仙沼中央公民館　ほか

料　金 無料

問合せ 気仙沼市文化協会　☎0226-22-3442

令和4年度第51回気仙沼市民文化祭

　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。

日　時 11月26日（土）〜11月27日（日）　午前10時〜午後3時
会　場 はまなすの館　本吉総合体育館
料　金 無料
問合せ 気仙沼・本吉地区文化協会連絡協議会　☎0226-22-3442

第25回みやぎ県民文化祭

　毎年市民に親しまれている秋の芸術祭です。俳句・茶道・華道・
帯結びの展示や、日本舞踊・バレエフラ・民謡・謡曲・詩吟・箏曲・
着物着装の舞台発表を行います。

日　時 10月2日（日）　午前10時〜午後2時30分

会　場 塩釜市交流センター遊ホール

料　金 無料

問合せ 塩釜市芸術文化協会　☎090-8612-3651

第36回塩釜市芸術文化祭

　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。

日　時 10月29日（土）〜10月30日（日）　午前9時30分〜午後3時

会　場 登米祝祭劇場

料　金 ステージ発表のみ有料（前売り券：500円、当日券：700円）

問合せ 登米市迫文化協会　☎080-4512-5900

2022はさま芸術祭

総合

日　時 10月初旬
会　場 ホームページ・パンフレット掲載
料　金 無料
問合せ 宮城県民共済生活協同組合　☎022-374-4588

　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。

2022年度県民共済写真展

写真

日　時 11月22日（火）〜11月27日（日）
会　場 宮城県美術館県民ギャラリー
料　金 無料
問合せ 宮城県写真連盟　☎022-251-6241

　宮城県の写真文化高揚と写真芸術の可能性を発展、創造する
事を目的とし、広く県民に写真を公募します。

令和4年度宮城県写真展

日　時 10月23日（日）　午後1時30分〜午後3時
会　場 オンライン配信
料　金 投句料：兼題の部　3句1組1，000円
問合せ 「壺の碑」全国俳句大会実行委員会事務局　☎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。今年も新型コロナウイル
ス感染症状況を艦みオンラインにて入選発表・選評を行います。

第29回「壺の碑」全国俳句大会

文芸
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日　時 9月18日（日）〜9月19日（月・祝）　午後2時〜午後5時

会　場 日立システムズホール仙台　シアターホール

料　金
 S席：6,000円、A席：5,000円、学生席：2,500円
※協会会員はS・A席10％割り引き（前売り券のみ）
※小・中学生はS・A席半額

問合せ 一般社団法人仙台オペラ協会　☎022-264-2883

　モーツァルトの４大オペラと言われる中から、アンサンブルオ
ペラとして人気の高い「コジ・ファン・トゥッテ」を上演します。指
揮：髙橋裕之、演出：恵川智美、電子オルガン：佐野麻里子。

2022仙台オペラ協会第46回公演「コジ・ファン・トゥッテ」

日　時
10月16日（日）　午前11時30分〜正午
12月18日（日）　午前10時〜午前11時

会　場 利府町文化交流センター「リフノス」1階エントランスホール

料　金 無料

問合せ 利府町文化交流センター　☎022-353-6114

　地元で活動している団体等による音楽・文化芸術系の発表やロ
ビーコンサートを開催します。10月は、小学生で組織するジャズ
バンドによる演奏、12月はハーモニカ演奏をお楽しみください。

リフノス　エントランスコンサート

日　時 2月11日（土）　午後6時〜午後7時

会　場 七ヶ浜国際村ホール

料　金 有料

問合せ 七ヶ浜国際村　☎022-357-5931

　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
よる演奏会を開催します。演奏者の表情、手元までご覧いただけ
る、七ヶ浜国際村ホールならではの演奏会をお楽しみください。

令和4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

日　時 9月10日（土）〜9月11日（日）　午前11時〜午後5時30分（予定）

会　場 仙台市中心部

料　金 無料

問合せ
（公社）定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会
☎022-722-7382

　仙台の街をステージにした音楽祭です。全国から演奏者が集
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。

第31回定禅寺ストリートジャズフェスティバル

日　時 9月9日（金）　午後6時30分〜午後8時30分

会　場 大和町ふれあい文化創造センター（まほろばホール）

料　金 無料・全席指定

問合せ 大和町文化振興協会　☎022-344-4401

　米国空軍太平洋音楽隊の隊員で結成されたビッグバンドによ
る、ジャズコンサートを開催します。迫力あるサウンドをぜひ会場
でお楽しみください。

アメリカ空軍太平洋音楽隊コンサート

音楽

　権力者や英雄などを後世に伝える役割を担ってきた肖像が、ど
のようにして芸術作品として表現されるようになったかを紹介し
ます。身近でありながら奥深い肖像作品の魅力に迫ります。

日　時 12月2日（金）〜12月18日（日）　午前10時〜午後5時

会　場 大崎市民ギャラリー緒絶の館

料　金 無料

問合せ 大崎市民ギャラリー緒絶の館　☎0229-21-1466

「顔」の美術館　ーあの人、この人…様々な肖像表現

　洋画、日本画、書道の一般公募展です。今年で第75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。

日　時
11月8日（火）〜11月13日（日）
午前10時〜午後6時　（12日）〜午後5時　（最終日）〜午後3時

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

問合せ 塩竈市美術展実行委員会事務局　☎022-367-2010

第75回塩竈市美術展

美術

　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。

日　時 9月19日（月・祝）〜9月23日（金・祝）

会　場 AER5階、松栄ホール6階

料　金 無料

問合せ 毎日新聞仙台支局　☎022-222-5972

第73回毎日書道展東北仙台展

書道

　1954年に始まった、東北最大の書道公募展です。書道を志す
人々の発表の場として長く親しまれてきました。河北賞など入賞、
入選作に、役職者の作品を加えた約1000点を展示します。

日　時
（前期）9月3日（土）〜9月6日（火）
（後期）9月9日（金）〜9月12日（月）

会　場 TFUギャラリーミニモリ

料　金 一般・大学生：500円、高校生以下：無料

問合せ 河北新報社　☎022-211-1358

第69回河北書道展



7月 9日（土）〜3月26日（日） 第59回宮城県芸術祭

15日（金）〜10月31日（月） 令和4年度企画展「帆船と航海」

16日（土） サン・ファン歴史講座「サン・ファン号出帆の世界史的前提－「戦国日本」から「帝国日本」へー」

8月 27日（土） サン・ファン歴史講座「サン・ファン号出帆の世界史的前提－「戦国日本」から「帝国日本」へー」

9月 3日（土）〜6日（火） 第69回河北書道展【前期】

4日（日） 七ヶ浜国際村開館30周年記念公演　仲道郁代スペシャル・コンサート　〜郷古廉、佐藤晴真を迎えて〜

9日（金） アメリカ空軍太平洋音楽隊コンサート

9日（金）〜12日（月） 第69回河北書道展【後期】

10日（土）〜11日（日） 劇団ドリーム☆キッズ　第20回記念ミュージカル公演　ゴースト☆マイフレンズ！〜星祭りの夜に〜

10日（土）〜11日（日） 第31回定禅寺ストリートジャズフェスティバル

11日（日） ジュニアジャズミーティングinみやぎ2022

16日（金）〜17日（土） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第357回定期演奏会

18日（日）〜19日（月・祝） 2022仙台オペラ協会第46回公演「コジ・ファン・トゥッテ」

19日（月・祝）〜23日（金・祝） 第73回毎日書道展東北仙台展

22日（木）〜10月30日（日） 新！方舟祭2022

24日（土） サン・ファン歴史講座「サン・ファン号出帆の世界史的前提－「戦国日本」から「帝国日本」へー」

10月 初旬 2022年度県民共済写真展（HP掲載）

2日（日） 第36回塩釜市芸術文化祭

2日（日）〜11月3日（木・祝） 令和4年度第51回気仙沼市民文化祭

7日（金）〜8日（土） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第358回定期演奏会

8日（土）〜11月25日（金） ドレスデン国立古典絵画館所蔵フェルメールと17世紀オランダ絵画展

16日（日） リフノス　エントランスコンサート

23日（日） 第29回「壺の碑」全国俳句大会

23日（日） 第29回サン・ファン祭り「新時代への航路」

29日（土） シンポジウム「未来への航海－新しいサン・ファン館に期待するもの－」

29日（土）〜30日（日） 2022はさま芸術祭

30日（日） 七ヶ浜町文化協会第35回「文化祭」

11月 2日（水）〜3日（木・祝） 第46回涌谷町町民文化祭

3日（木・祝） 第49回文化祭

5日（土） 《名取市文化会館開館25周年記念》東混ゾリステン〜東京混声合唱団メンバー８名による〜

5日（土）〜6日（日） 第50回たいわ町民文化祭

8日（火）〜13日（日） 第75回塩竈市美術展

18日（金）〜19日（土） 仙台フィルハーモニー管弦楽団　第359回定期演奏会

19日（土）〜20日（日） NaNa5931（ななごーきゅーさんいち）オリジナルミュージカル公演

22日（火）〜27日（日） 令和4年度宮城県写真展

26日（土）〜27日（日） 第25回みやぎ県民文化祭

12月 1日（木）〜4日（日） 第30回宮城シニア美術展

2日（金）〜18日（日） 「顔」の美術館　ーあの人、この人…様々な肖像表現

18日（日） リフノス　エントランスコンサート

令和5年1月 下旬 みやぎ芸術銀河作品展

令和5年2月 11日（土） 令和4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

15日（水） みやぎ発信劇場（県制150周年記念事業）

新型コロナウイルス感染症の影響により、臨時休館など記載内容に変更が生じる場合があります。
最新の情報については、各施設・主催者にお問い合わせください。

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/site/geijyutuginga/index.html

●
●
●みやぎ発信劇場（県制150周年記念事業）

青少年育成総合事業
みやぎ芸術銀河作品展

●
●
●

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

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）

主催事業

※日時等変更となる場合がございますので、事前に各施設・主催者にお問い合わせください。

共催事業　イベント12件

協賛事業　イベント24件

みやぎ県民文化創造の祭典

芸術銀河イベントガイド

芸術
銀河

2022
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


