りらくインフォメーション
●魅知国定席「花座」11月公演スケジュール
魅知国仙台寄席11月上席

1月
5金

出演：笑福亭和光/三遊亭金の助/六華亭遊花/けんけん/
柳亭楽ぼう/若葉舞/ストロングスタイル/ニードル/岡崎秀明/
鼓風☆響/オーイズミ/バクコメ/大友憧山/
成田みち子
（ お囃子）
※出演者は公演により異なります。詳しくはHPをご確認ください。
時間：1日〜3日 ①11:00 ②14:00
4日、5日 ①14:00 ②18:30
出演：桂伸衛門
時間：①11:00
「 新作づくし」 ②14:00「 どっしり古典 」

9火

出演：立川談幸/柳亭楽ぼう(前座 ）
時間：18:30

立川談幸独り会

花座キラキラ二ツ目会
「 芸協カデンツァデー」
となりの喜太郎くん
（13日のみ）

14 日
19 金
20 土
21 日
23 火・祝

［花座キラキラ二ツ目会
「 芸協カデンツァデー」
］
出演：春風亭昇吾/昔昔亭喜太郎/立川幸之進
時間：12日 ①14:00 ②18:30
13日 ①11:00 ②14:00
［ となりの喜太郎くん］
（13日のみ）
出演：昔昔亭喜太郎 時間：18:00

第37回

ニードルの噺

出演：ニードル
時間：①11:00 ②14:00

花金・彦三・小はだ三人会
出演：三遊亭花金/林家彦三/柳家小はだ
時間：19日 ①14:00 ②18:30
20日 ①11:00 ②14:00

智丸・弥っこ落語会〜仙台で上方落語をきく会〜
出演：笑福亭智丸/桂弥っこ
時間：①11:00 ②14:30

和太鼓と津軽三味線の競演
「 音日和 」
出演：鼓風☆響
時間：13:00

魅知国仙台寄席11月下席
（27日〜30日：春風亭昇吉 真打昇進披露公演 ）

26 金
30 火

により、延期・中止など変更が生じる場合があります。
あらかじめご了承ください 。
来場の際は 、会場の感染防止対策へのご協力をお願い
申し上げます。

桂伸衛門独演会

6土

12 金
13 土

掲 載の 情 報は 、新 型コロナウイルス感 染 症の状 況 等

●海馬工苑 オータムガーデンフェア
〜秋の庭を優雅にアレンジ〜 第３弾
「ファサード（門まわり）／カー
ポート相談会」を開催 。門ま
わりの印象を変え 、機能性を
高めるデザインを提案して
くれる 。当日はデザイナー対
応（事前予約のみ）
。

■開催日時／11月14日
（日） 10:00 〜16:00
■会場・予約・問合せ／海馬工苑 仙台利府営業所 Garden Gallery OAZON
（利府町利府字八幡崎前71-1） TEL.0120-353-112
※詳細はホームページに掲載。
「かいまこうえん」で検索
※庭に関する相談は随時受付中

●住宅リフォーム補助金活用セミナー
住宅リフォームに関する各種補助
金の活用の仕方を学べる（国土交
通省・経済産業省後援 PJ 登録）。
講師：千葉由章（建築士・宅建士）

出演：桂米福/古今亭今いち/岡崎秀明/ストロングスタイル/
桂南之助/井手窪泉
（ お囃子）
時間：26日 ①14:00 ②18:30
【春風亭昇吉 真打昇進披露公演】
出演：春風亭昇吉/古今亭今いち/翼/若葉舞/桂南之助/
六華亭遊花/びり/ブッチィー/ニードル/まつトミ/
井手窪泉
（ お囃子）
※出演者は公演により異なります。詳しくはHPをご確認ください。
時間：27日〜30日 ①11:00 ②14:00

アクセス：仙台市青葉区一番町4-4-23
仙台市営地下鉄「勾当台公園駅」徒歩約3分
お問合せ・WEB予約：花座事務局 TEL.022-796-0873（10:00〜17:00）
花座ホームページ https://hanaza.jp/

■開催日時／11月20日
（土）〜 23日
（火・祝）
①10:00 〜 ②13:00 〜 ③15:00 〜 ④17:00 〜 ※各１時間
■定員／各回１組
（完全予約制） ※オンライン受講可能 ■参加無料
■会場・予約・問合せ／スイコー一級建築士事務所
（仙台市泉区松森字陣ヶ原50-1）
TEL.0120-81-1415
（10:00 〜12:00 、13:00 〜18:00／水曜定休）
※詳しくは http://www.suikoo.jp

●WATANABE kunihiko 木地人形作品展
愛らしい姿の童女、妖しい猫など、個性
あふれる木地人形作品が楽しめる。
◇ WATANABE kunihiko 略歴
1978年 宮城県生まれ
2008年 全国近代こけし展
文部科学大臣賞
2017年 全日本こけしコンクール
国土交通大臣賞
2018年 全日本こけしコンクール
文部科学大臣賞
京阪百貨店 、近鉄百貨店 、名古屋三越 、こけし
のしまぬき等で個展開催 。

「奏」

■開催期間／11月20日
（土）〜 28日
（日） 10:30 〜19:00
■会場・問合せ／しまぬき本店ギャラリー（仙台市青葉区一番町3-1-17）
TEL.022-223-2370
※やむをえない事情により、掲載の情報に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
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INFORMATION
●小次郎 ミニコンサート
すていき＆音楽の夕べ♪
毎月第3水曜日に 、クラシック 、ジャズな
どジャンルを超えた演奏会を開催 。11
月はヴァイオリン & キーボード デュオ・
コンサート 。クラシック曲を演奏する 。
出演：タタルヘンリー（ヴァイオリン）
木下順子（ウッドベース）

■開催日時／11月17日
（水） 18:00 ～ 19:00 ～ 20:00 ～
それぞれ１階カウンター 30分間 ２階10分間
■会場・問合せ／鉄板焼「すていき小次郎」
（仙台市青葉区立町15-3）
TEL.022-265-9449
※演奏チャージなし。営業時間内
（17:00 ～ 22:00）好きな時間帯に要予約

● DIVAS LIVE
仙台の DIVA（歌姫）が祈りを込めて歌う
プレミアムライブ。
出演：Judith 、NAO 、Maki
中野正敏フレンズ
（中野正敏／ Piano 、マーシュ櫻井／ Bass 、
熊谷清記／ Drums 、猪股芳一／ TenorSax）

■開催日時／11月30日
（火） 19:00 ～
■ミュージックチャージ／2,000円
※12月16日電力ホール開催の
「DIVAS OF SENDAI」チケット提示で無料
※ワンドリンク、ワンフードの注文が必要 ※50名限定
■会場・予約・問合せ／ LIVE DOME STARDUST
（仙台市青葉区本町2-5-18 カルラ本町ビル4F 海鮮厨房かに政宗上階）
TEL.022-265-1139
（17:00 ～ 22:00）

●仙台くりはらオフィス
仙台と栗原をつなぐ「仙台くり
はらオフィス」。近年増えている
仙台圏から栗原への移住相談な
どに対応 。身近で気軽な相談窓
口として利用できる 。
相談員：栗原市定住戦略室スタッフ

■開催日時／11月5日
（金）・13日
（土）・19日
（金）・27日
（土）
11:00 ～17:00 ※事前予約制
■会場／ TAGE community
（仙台市青葉区一番町3-11-15 仙台フォーラス8F）
■問合せ／栗原市定住戦略室 TEL.0228-22-1125
※申込み・詳細は「きてみらいん くらしたい栗原 仙台くりはらオフィス」
で検索

●葬祭会館セレモール
家族で始める終活セミナー
◇午前の部 10:00 ～ 12:00
①家族が認知症に !? ～兆しチェックと予防・運動～
②家族が安心する私の資産の引継ぎ方
～知っておきたい賢い生前対策（終活・遺言・相続）～
◇午後の部 13:00 ～ 15:00
①コロナ禍の家族葬
～段取りや周りへの対応はどうするの？を詳しく解説～
②家族が安心する私の資産の引継ぎ方
～知っておきたい賢い生前対策（終活・遺言・相続）～
※参加者全員にエンディングノートプレゼント
※「お墓の相談コーナー」も設置

■開催日／11月4日
（木）
■参加無料 ■定員／午前の部・午後の部各20名
■会場／セレモール小田原
（仙台市宮城野区小田原1-7-5）
■予約・問合せ／葬祭会館セレモール TEL.0120-000-761

●第13回 心が清爽になる音楽空間
「君とカタルシス」コンサート

●第７回 租税フォーラム
みんなで考えよう！ 高齢化時代と税

出演：長谷川 康（violin）
、山口慶子（医師）
（piano）
曲目：ヴィヴァルディ「四季」より「秋」
「冬」
エルガー「愛の挨拶」
カッチーニ「アヴェ・マリア」他

◇特別講演「二度とない人生だから」 さとう宗幸氏
◇講演「今だから知りたい相続税の基本
～無用な争続を避けるために～」
桑畑淳子氏（税理士）

■開催日時／11月28日
（日）
第１部12:30 ～ 第２部16:30 ～
■料金／前売 一般・高校生2,500円 小・中学生1,000円
※紅茶・スイーツ付き ※当日券は500円増
※未就学児無料 ※コンサートの利益は難病支援のために寄付される
■会場／ピアノサロン REFRAIN
（仙台市青葉区中央2-9-7 アーバンブリッジビルディング1F）
■申込み・問合せ／薬師堂眼科クリニック TEL.022-353-7355
ピアノサロン REFRAIN TEL.022-211-1965

■開催日時／11月13日
（土） 13:30 ～16:00
■参加無料 。会場参加は要申込み
（先着60名）、YouTube 配信あり。
■会場／仙台ガーデンパレス2F 鳳凰
（仙台市宮城野区榴岡4-1-5）
■申込み・問合せ／東北税理士会
TEL.022-293-0503 FAX.022-293-6731
E-mail：somu_ka@tohokuzeirishikai.or.jp

院長
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りらくインフォメーション
●中村喜吉 個展

中世の風2021

●生涯現役塾水彩画２人展
津本 直夫 渡辺 睦子

黄金背景画に人物と植物を中心に描いた作
品を展示 。

津本直夫さんと
渡辺睦子さんに
よる２人展 。

■開催期間／11月2日
（火）～7日
（日）

■開催期間／11月16日
（火）～ 30日
（火）
月曜～金曜10:00 ～18:00 土曜11:00 ～18:00
※最終日15:00まで ※日曜・祝日定休
■会場・問合せ／カフェ＆ギャラリー ガレ
（仙台市青葉区立町21-5-101 ライオンズマンション西公園第２・1F）
TEL.022-265-7063

●荒井俊也 展 【社畜と観音】
「一体に私達は、自らが創造した神々
の掌の上で何を足掻いているのだ
ろうか」
。近作のブロンズ彫刻数点
と過去の平面作品数点を展示 。
■開催期間／11月9日
（火）～14日
（日）

●第44回 医家芸術祭

「観音菩薩」200×200×605mm

●新藤睦子 作陶展 －土・1230℃の造形－
ほとんどの物が焼失してしまう温度
をくぐり抜け 、多様かつ魅力的な表
情となる土や釉。その奇跡に感動し、
次作 、また次作と作品を作り続けて
いる新藤睦子さんの個展 。

町のお医者さんの芸術祭！ 昨年は 、絵画・写
真・書など合わせて100点以上を展示（例年
開催している「音楽部門」は中止）
。
■開催期間／11月5日
（金）～10日
（水）
※ギャラリーab
※混雑時は入場制限あり
■問合せ／一般社団法人 仙台市医師会
TEL.022-227-1531

●山口優子絵画展

■開催期間／11月16日
（火）～ 21日
（日）
「ランプシェード」

●綿引明浩 展 「フィッシャームーン 月の旅人」
シューベルトの歌曲「美しき水車小屋の娘」
をイメージした作品を展示 。制作テーマの
ひとつである絵画と音楽の出会いを色彩豊
かに表現する。
■開催期間／
11月23日
（火・祝）～ 28日
（日）

「月の旅人 フィッシャームーン」
クリアグラフ 34.0×25.0cm

■開催時間／11:00 ～19:00 ※最終日は17:00まで
■会場・問合せ／晩翠画廊 BANSUI GALLERY
（仙台市青葉区国分町1-8-14 仙台第2協立ビル1F）
TEL. 022-713-6230
https://www.bansui-gallery.com/

● G２展 フォトジェニックな幻覚と幻想
電通制作出身の２人が織りなすアート
な写真展 。数多の神を激写し“幻覚”
な世界観を「スマートフォン」で表現し
た作品と、撮影した写真を
「フォトショッ
プ」を使って編集 、新型コロナの警鐘
を表現した作品 。身近なスマホとフォ
トショの可能性を享受できる２人展 。
G２とは 、ジジィ
（本人曰く）
２人の意味だとか 。
■開催期間／11月5日
（金）～ 9日
（火）
11:00 ～17:00 ※最終日は16:00まで
■会場・問合せ／東北工業大学一番町ロビー
（仙台市青葉区一番町1-3-1 TM ビル） TEL.022-723-0538
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渡辺 睦子

津本 直夫

「花束を持つソフィア」
M20号

マチエールの表現に魅せられて制作している
山口優子さんの個展。受賞作品を中心に展示。
■開催期間／11月26日
（金）～12月1日
（水）
※ギャラリーc
■問合せ／ TEL.022-384-2442
（山口）
「街」F15

■開催時間／10:00 〜18:00 ※最終日は16:00まで
■会場／せんだいメディアテーク5F
（仙台市青葉区春日町2-1）

●第20回 どうしん会 展
個性溢れる14名が参加する小品展 。油
彩・パステル・水彩を用いて 、それぞれ
が心を描写する。
■開催期間／11月2日
（火）～7日
（日）
10:00 ～17:00
※最終日は16:00まで
■問合せ／ TEL.022-453-3783
（山田）

照井高司
「薬莱山日の入り」F10号

●柴田治 水彩画展 「2021年 羽州街道の旅」
かつて参勤交代や人々の往来で賑わった
羽州街道 。そのおもかげや山河の風景を
水彩画で描いた作品を展示 。原画を元に
した2022年のカレンダーも販売する。
■開催期間／11月23日
（火・祝）～ 28日
（日）
10:00 〜17:30
「下戸沢集落」F4号
※最終日は16:30まで
※12月18日
（土）～ 22日
（水）
、山形県芸文美術館
（山形県山形市七日町
1-2-39 アズ七日町２F ギャラリー 5）で開催
（10:00 ～17:00 。最終日
は16:00まで）
■問合せ／ TEL.090-6224-4036
（柴田）
■会場／ギャラリーSen
（仙台市青葉区国分町3-9-9 コーポキクセン1F）
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INFORMATION
●あかりと共に
キャンドルワーク阿部笙子展（28th）
キャンドル作家・阿部笙子さんの
手作りキャンドルの個展 。

「宙（そら）へ」

■開催期間／11月1日
（月）～30日
（火）
11:00 ～19:00
※日曜・祝日休み。イベント等で貸切りの場合あり。事前にお問合せを
※キャンドルナイト：11月19日
（金）17:30 ～19:00
■会場・問合せ／坐カフェ
（仙台市青葉区大町1-3-7 裕ビル1F）
TEL.022-266-4632

●奇数アトリエ in AER
奇数月に開催される、宮城の作家を
応援するイベント。
多彩な分野の作家が大集合 。
出展者：
清水直土（彫刻・アート）
、花仕事「たくぼう」
（植物）
ギャラリーチフリグリ
（ギャラリー・アート）
、h.w.note（布もの）
ドライフラワーの店 kano-hana（ドライフラワー）
、Ｐ
（革）
野田律子（ステンドグラス）
、陶楽窯 桑原リエ（陶芸）
曼荼羅アーティスト さとうりつこ（壁面作品）
、カルロス・デア（金属）
風のおしゃべり
（布もの）
、しょうじこずえ（アート）
書 *kashuen* かしゅうえん（書）
、ピピのアトリエ * 猫妖精舎
うるしの香り工房（漆）
、革工房 J’
s LEATHER（革）

■開催期間／11月12日
（金）～14日
（日）
11:00 ～17:00
（12日のみ～18:00）
■会場／AER
（アエル）１F＆２F アトリウム
（仙台市青葉区中央1-3-1）
■問合せ／ショップ&ワンダーAER TEL.022-723-8000

●角市
キノモノイトノモノそしてネコノモノ
×きもの deフリマ
暮らしの市 ぐるぐるぐるぐるスタンプラリー
塩竈市内でさまざまなイベントが
同時に開催される２日間 。

■開催日時／11⽉6日
（土）・7日
（日） 10:00 ～15:00
※
「キノモノイトノモノそしてネコノモノ」の開催時間は 、11:00 ～16:00
■会場／角市：太田與八郎商店駐⾞場
（塩竈市宮町2-42）
キノモノイトノモノそしてネコノモノ、きもの deフリマ
：カフェはれま
（塩竈市本町3-9）
暮らしの市：塩竈市杉村惇美術館
（塩竈市本町8-1）
本町通エリア、くるくる広場
（塩竈市本町5-20）
※雨天による会場の変更、または規模縮小の場合あり
※詳しくはhttp://sugimurajun.shiomo.jp/archives/7631

●杉村惇賞受賞者

佐藤茜祥展

昨年の塩竈市美術展で杉村惇賞を受賞した佐藤茜祥さんの書道
作品を展示 。
■開催期間／11月9日
（火）～14日
（日）
10:00 ～17:00 ※最終日は15:00まで
■会場／塩竈市杉村惇美術館 企画展示室2
（塩竈市本町8-1）
■問合せ／塩竈市杉村惇美術館

TEL.022-362-2555

●第二回 麒麟の会水彩画展
鈴木智枝さんの水彩スケッチ教室で
学ぶ仲間による作品の展示会 。
出品者：
青柳春子 、安久津成一 、阿部純子 、新井幹枝
入江典彦 、大倉 務 、日下俊治 、汲川美智子
今野禮造 、中村伸二 、初田冀一 、星 代志枝

■開催期間／11月2日
（火）～7日
（日）
※ギャラリー NORTH
■問合せ／ TEL.022-245-9434
（新井幹枝）

●第４回 自流画会絵画展
前身の東北経済倶楽部木曜絵画同好
会の時代から長期にわたり会を牽引し
てきた石澤代表が今夏逝去 。新たな会
員を迎えての追悼展。氏の遺作も展示。
顧問：佐藤幸子 代表：宮澤利彰
会員：石澤友明 、伊深久男 、小泉惠一
小泉留美子 、渋谷興広 、菅井哲夫
鈴木三千彌 、米谷泰洋

石澤友明「天守台からの眺望」

■開催期間／11月23日
（火・祝）～ 28日
（日） ※ギャラリーSOUTH
■問合せ／事務局 TEL.090-2981-7390
（菅井哲夫）

●ねんどの花と盆石の出合い
「ねんどの花」教室と「盆石」教室の初の
合同展 。各教室の生徒による力作を展
示する。ねんどの花を盆石にあしらった
合作「出合の景」も見どころ。
主催：Fleurir（フルリール）
、細川流盆石 藤の会

■開催期間／11月30日
（火）～12月5日
（日）
※アクアホール
■問合せ／ Fleurir
（フルリール） 齋藤けい子
TEL.090-8002-8618
E-mail：atelierkeikodesu@gmail.com
■開催時間／10:00 〜18:00 ※最終日は16:00まで
■会場／東北電力グリーンプラザ
（仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル1F）

●山家利治展
数々の賞を受賞してきた宮城県の油彩
画家・山家利治さんの個展 。風景や花 、
代表作『人間図鑑』シリーズなど、繊細
かつ大胆に描かれる新作油彩画約35点
を展示 。

「紅葉の蔵王」油彩15号

■開催期間／11月13日
（土）～ 23日
（火・祝） 10:30 ～17:00
（柴田郡柴田町海老穴海老沢131）
■会場・問合せ／アートスペース無可有の郷
TEL.0224-56-3584 ※駐車場15台分有

●ひとがた通信展
「ドールという変移する記号」
人形・立体：阿部真沙央 、一実 、叶きりく
さくまいずみ 、しょうじこずえ 、睡眠
大吉 、芽々木
平面：越後しの 、恐山 R 、川村千紘 、せん 、ヒラギノ

■開催期間／11月13日
（土）〜12月12日
（日）
10:00 〜17:00 ※月曜定休
■入館料／一般800円 、学生400円 、中学生以下無料
■会場・問合せ／秋保の杜 佐々木美術館＆人形館
（仙台市太白区秋保町境野字中原128-9） TEL.022-797-9520

※やむをえない事情により、掲載の情報に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
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りらくインフォメーション
●仙台銀行ホール イズミティ21 コンサートシリーズ
イズミノオト 第６回 チャイコフスキー
偉大な芸術家ノ思い出に
出演：吉岡知広（チェロ／コーディネーター）
植村太郎（ヴァイオリン）
、浜野与志男（ピアノ）
プログラム：
アンダンテ・カンタービレ（チェロとピアノ版）
四季 作品37bより
4月「松雪草」
、5月「白夜」
、11月「トロイカ」
懐かしい土地の思い出 作品42 第3曲「メロディ」 他

■開催日時／ 11月28日（日） 15:00 ～
■入場料／全席指定 3,000円 ※未就学児入場不可
■会場／仙台銀行ホール イズミティ21 小ホール
（仙台市泉区泉中央2-18-1）
■チケッ
トに関する問合せ／仙台市市民文化事業団 総務課
TEL.022-727-1875（平日9:30 ～ 17:00）
■公演に関する問合せ／仙台銀行ホール イズミティ21
TEL.022-375-3101
（9:30～19:30休館日を除く）

●小山実稚恵 ピアノシリーズ
「ベートーヴェン、そして…」
第６回＜異次元へ＞
演奏曲目：
シューベルト「ピアノ・ソナタ 第19番 ハ短調 D958」
ベートーヴェン「ピアノ・ソナタ 第32番 ハ短調 作品111」

■開催日時／11月3日
（水・祝）
14:00 ～ ※開場は13:15 ～
■料金／全席指定 一般4,000円 ペア7,000円 学生1,500円
※６歳未満入場不可
■会場／日立システムズホール仙台 コンサートホール
（仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5）
■問合せ／仙台・杜の響きコンサート
TEL.022-302-3344
（平日10:00 ～17:00）
http://www.morinohibiki.com/

●佐取純子モダンバレエスタジオ
創作舞踊公演 遠い響（こえ）
～洽（あまね）く光～
震災伝承の盆踊り（奥羽綿津見盆踊）を題材とし
た創作舞踊公演 。
出演：佐取純子 、中川雅寛 、吉井盛悟 、浅野 祥
春風亭昇羊 、Atoa.

■開催日時／12月21日
（火） 19:00 ～ ※開場は18:00 ～
■料金／全席指定 前売3,000円 当日3,500円
■会場／日立システムズホール仙台 シアターホール
（仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5）
■問合せ／佐取純子モダンバレエスタジオ TEL.090-1937-8595
http://satori-modern.jp/

●笑いの芸術
「野村万作・萬斎
出演：
野村万作 、野村萬斎 、石田幸雄

狂言公演」
他

●銀河倶楽部 ～大人の文化祭マルシェ ～
バラエティー豊かなメンバーが集結 。
出展：
グリーンコーヒーストア ジャパ ン 、SISARET 、
KoikelisA ／ Natural Treats Wanmore! 、
coeur* ／ BE-CAT 、画家ウエノイチロー、プティ・
ウィ、アトリエフローレンスナイチンゲール／ひね
みわつら工房 、Mizuitama 、健康・栄養クラブク
レインズルーム 、Wan&Only Dog Club 、ドッグ
ウェア Rainbow Drop ／ Cross Clover Story 、
le sucre L ／ nucco chalk

■開催期間／ 10月28日（木）～ 31日（日）
10:00 ～ 19:00 ※最終日は17:00まで
■会場／セルバ２階センターコー
ト
（仙台市泉区泉中央1-4-1泉中央 SELVA）
■問合せ／クオリティアップアローズ（株）
TEL.022-797-3379（月曜〜土曜10:00 ～ 17:00）

●工藤修二 座主窯 陶展
栗駒山の麓 、花山湖畔の穴窯から
生まれた焼き締めの作品からは 、
作者の心の広さとあたたかさが感
じられる。日常使いの器などを展示。

■開催期間／ 11月23日（火・祝）～ 28日（日）
11:30 ～ 18:00 ※最終日は16:00まで
■会場・問合せ／ぎゃらりー櫻OH（仙台市青葉区木町通1-8-18 田村ビル2F）
TEL.022-797-5684

●絵画常設展 カメイコレクション展Ⅱ期
「消えゆく古い家並み」をライフワーク
とし、道端に座りオイルパステルなど
の画材を広げ 、その場で仕上げるス
タイルで描き続けた浅井元義のスケッ
チを特集展示する。
浅井元義「X

橋」2002年

■開催期間／開催中～ 11月28日（日） 11:00 ～ 16:00
※入館は15:30まで ※月曜休館（祝日の場合は開館）
■入館料／一般300円 65歳以上・高校生以下無料
■会場・問合せ／カメイ美術館（仙台市青葉区五橋1-1-23）
TEL.022-264-6543

●特別展

みちのく 武士が愛した絵画

みちのくの武士たちが愛で 、自ら描いた
絵画を紹介 。
◇関連行事：国宝 瑞巌寺本堂ツアー
（本展観覧券の半券が必要）
11月7日（日）
・20日（土）
各日①11:00 ～ ②14:00 ～
※各回20名 、要事前申込み
参加無料（瑞巌寺拝観券が必要）

番組：
小舞 田植（たうえ）
狂言 文相撲（ふみずもう）
、貰聟（もらいむこ）

（金） 19:00 ～ ※開場は18:00 ～ ※休憩１回20分
■開催日時／12月17日
■入場料／全席指定 Ｓ席5,100円 、Ａ席4,100円 学生席1,000円
■会場／東京エレクトロンホール宮城
（仙台市青葉区国分町3-3-7）
■問合せ／東京エレクトロンホール宮城 TEL.022-225-8641
河北新報社 事業部 TEL.022-211-1332
（平日10:00 ～17:00）
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■開催期間／開催中～12月5日
（日） 9:30～17:00 ※発券は16:30まで
■月曜休館
（65歳以上）
900円 小中高校生400円
■観覧料／大人1,000円 シルバー
※瑞巌寺拝観券の半券を持参で100円引き
■会場・問合せ／東北歴史博物館（多賀城市高崎1-22-1）
TEL.022-368-0106
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INFORMATION
●アートキャラバンみやぎ～宮城圏域ホール連携事業～
新・純邦楽ユニットWASABI LIVE 2021
～日本の心・和の響き～
津軽三味線の吉田良一郎 、尺八の元永 拓 、
箏・十七絃の市川 慎 、太鼓・鳴り物の美鵬
直三朗が迫力ある「和のバンド」のグルーヴ
を生み出す 。
■開催日時／ 12月3日（金） 18:30 ～
■入場料／全席指定
前売一般4,500円
当日5,000円
※未就学児入場不可

●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XI」
過ぎ去りし時を求めて
国民的人気ゲーム「ドラゴンクエスト」の世界
をオーケストラの生演奏で再現 。名シーンの
数々が音楽でよみがえる。
指揮：佐々木新平

演奏：山形交響楽団

■開催日時／ 12月5日（日）
15:00 ～ ※開場は14:00 ～
■入場料／全席指定
前売 一般4,500円
高校生以下3,500 円
当日 5,000円
※未就学児入場不可
■会場・問合せ／多賀城市民会館 大ホール（多賀城市中央2-27-1）
TEL.022-368-0131（月曜を除く平日10:00 〜 19:00）

●びすた～りMonthly Concert 2021
篠笛とピアノによる秋澄む悠然の調べ
音楽とケーキとコーヒーで素敵なティー
タイムを 。
出演：石田陽祐（篠笛）
齋藤めぐむ（ピアノ）

■開催日時／11月14日
（日） 1部12:00 ～ ２部15:00 ～
■チケット／3,500円 ※ケーキセット付
（仙台市宮城野区榴ケ岡5 みやぎNPOプラザ１F）
■会場／びすた～り榴ヶ岡
■予約・問合せ／びすた～り榴ヶ岡 TEL.022-299-2888
虹のさかなプロダクション E-Mail：nijinosakana.music@gmail.com

●宮城の日本酒と楽しむONLINE CONCERT
仙台から全国へ生配信 。東北を中心に活躍する音楽家たち×阿部
勘酒造店×むとう屋のコラボ企画 。
1st ステージ
佐賀卓真（トランペット）
、藤田友喜（ヴィオラ）
佐々木杜洋（チェロ）
2nd ステージ
駒込 綾（ヴァイオリン）
、石田陽祐（篠笛）
小関佳宏（クラシックギター）
、及川久美子（ピアノ＆企画）

■開催日時／ 11月7日（日） 17:00 ～ 19:00
■チケッ
ト／ Peatixサイトにて、無料視聴チケッ
ト、配信視聴協賛チケッ
ト
各種申込受付中 。視聴チケッ
ト付き限定日本酒1,500円（720ml・限定
300本）はむとう屋（松島本店 、仙台駅店 、オンラインショップ）で購入
■問合せ／虹のさかなプロダクション TEL.070-8490-4379
※詳しくはhttps://miyagi-nihonsyu-onlineconcert211107.peatix.com/

※やむをえない事情により 、掲載の情報に変更が生じる場合があります 。あらかじめご了承ください 。
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りらくインフォメーション
●東日本大震災復興10年
巨人 OB チャリティマッチ宮城大会
「東京読売ジャイアンツOB
VS ネッツトヨタ仙台軟式野球部」
歴代の名選手や地元ゆかりの選手などが参戦 。
大会応援団長に萩本欽一氏が駆けつける。

●マリンバファンタジー
with Latin（ラテン）
出演：マリンバファンタジー
星 律子 、亀山由加 、熊谷昇子 、布田恭子
共演：
安田智彦（sax）
、是川由美子（piano）
、千葉敏幸（guitar）
黒瀬寛幸（bass）
、黒瀬理知（drums）
曲目：エルクンバンチェロ・マンボ No.5・グラナダ

■開催日時／ 11月20日（土） 13:00 ～
■入場料／巨人軍プレミアシート
（指定席）2,500円
ネッ
ト裏（指定席）2,000円
内野席（一 、三塁側指定）1,500円
外野席（自由席）1,000円（子ども500円）
※当日券は各500円増 ※外野席のみ前売同額
※子どもは４歳以上中学生まで
■会場／仙台市民球場（仙台市宮城野区新田東4-1-1）
■問合せ／大会事務局 TEL.022-262-5807（平日10:00 ～ 16:00）

◆11月の十日市「餅を食べよう」
大曾根餅つき保存会応援企画 。つきたて餅を無料プレゼント
( １人１個まで ) 。
■開催日時／11月10日
（水） 11:00 ～ ※なくなり次第終了
■会場／山形まるごと館 紅の蔵 中庭
（山形県山形市十日町2-1-8）
■問合せ／山形まるごと館 紅の蔵 TEL.023-679-5101

他

■開催日時／ 12月2日（木） 19:00 ～ ※開場は18:15 ～
■チケッ
ト／全席自由 前売1,000円 当日1,500円
■会場／日立システムズホール仙台 シアターホール（青年文化センター）
（仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5）
■申込み・問合せ／マーベラス・スタジオ TEL.090-2973-7958

●男女共同参画推進
せんだいフォーラム2021
「男女平等のまち・仙台」を目指す市民グルー
プが 、ジェンダー問題や女性のリーダーシッ
プ 、家事育児 、防災 、環境 、健康などさまざ
まなテーマでセミナーやワークショップを行う。
オンラインを活用した企画も開催 。
■開催期間／11月19日
（金）～ 21日
（日）
■会場／仙台市男女共同参画推進センター エル・パーク仙台
（仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル
［仙台三越定禅寺通り館］5・6F）
■申込み／直接会場へ
（一部要申込み）
■問合せ／エル・パーク仙台管理事業課 TEL.022-268-8301
※詳しくは
「男女共同参画推進せんだいフォーラム」
専用ページ https://www.sendai-l.jp/forum/
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