りらくインフォメーション
●やまがた

音と光のファンタジア 2021

光の森をテーマに 、光の花や木が音楽に
合わせてさまざまな色に輝く 。オリジナ
ル AR フォトフレームを使った撮影も楽し
める 。期間中には 、豪華賞品が当たる山
形どまんなか探訪スタンプラリーも開催。
◇スペシャルデー（メイン会場）
花火打ち上げやテイクアウトグルメエリア 、イ
ルミネーションを上空から楽しめるアトラクション
など
・開催日時／ 2022年1月29日（土）
・30日（日）
10:00 ～

■開催期間／開催中～ 2022年2月14日
（月）
イルミネーション点灯時間 17:00 ～ 22:00
※点灯時間は会場により変わる場合あり
■メイン会場／最上川ふるさと総合公園
（山形県寒河江市大字寒河江字山西甲1269）
■サブ会場／寒河江駅前みこし公園広場 、道の駅河北 、道の駅にしかわ、
道の駅あさひまち 、テルメ柏陵
※サブ会場はイルミネーション等の点灯のみ 、演出なし
■問合せ／やまがた音と光のファンタジア実行委員会
（寒河江市さくらんぼ観光課） TEL.0237-85-1692

●紅の蔵

1月イベント情報

◇１月の十日市 初市
厄を食べ 、幸せを招く獅子頭がお出迎
え 。旧年の感謝と新年の新たな想いをこ
めた紅白の初飴が振舞われる 。
・開催日時／ 2022年1月10日（月・祝）
10:30 ～
※なくなり次第終了
※中庭
◇冬のさくら 巾着作り
山形の冬のさくらをモチーフにした消し
ゴムスタンプを使ってオリジナルの巾着
を作る 。
・開催日時／ 2022年1月10日（月・祝）
10:30 ～
※材料がなくなり次第終了
※街なか情報館
・参加費無料
※３密を回避するため 、一度に参加できる人数は２名まで
・要申込み（当日直接来館）
◇やまがた伝統的工芸品展
山形市伝統的工芸産業技術功労者褒
賞受賞者の作品と、若手後継者グループ
「山形みらいの匠会」および「山形市伝
統的工芸品振興会」の作品を展示 。
・開催期間／ 2022年1月18日（火）
～ 2月15日（火）
※街なか情報館

■会場・問合せ／山形まるごと館 紅の蔵
（山形県山形市十日町2-1-8）
TEL.023-679-5101

掲 載の 情 報は 、新 型コロナウイルス感 染 症の状 況 等
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。

●魅知国定席「花座」1月公演スケジュール
魅知国仙台寄席正月初席

1
～5

出 演：六華亭遊花/桂伸衛門/三遊亭遊雀/桂宮治/神田蘭/
立川成幸/三遊亭遊子/玉川太福/小田島旺響/
ストロングスタイル/バクコメ/若葉舞/まつトミ/鼓風☆響/
ワッキー貝山/じゃんぼ/ニードル/岡崎秀明/けんけん/
土・祝
大友憧山/翼/桂南太郎/斎須祥子
（ お囃子）
水
※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 ①13:00 ②16:30
2日、3日 ①11:00 ②14:30 ③18:00
4日 ①14:30 ②18:00
5日 ①11:00 ②14:30

8土
9日

真打昇進直前！春風亭昇也独演会
出演：春風亭昇也
時間：８日 ①13:00
９日 ①11:00 ②14:00

第39回ニードルの噺

15 土

出演：ニードル
時間：①11:00 ②14:00

第2回 チーム東北おがる会

19 水

21 金
22 土

出演：六華亭遊花/春風亭昇りん/春風亭与いち
時間：①14:00 ②18:30

兼太郎・竹紋二人会
出演：三遊亭兼太郎/桂竹紋
時間：21日 ①14:00 ②18:30
22日 ①11:00 ②14:00

和太鼓と津軽三味線の競演
「 音日和 」

23 日

出演：鼓風☆響
時間：①13:00

魅知国仙台寄席1月下席

26 水
～30 日

出演：三遊亭とん馬/桂伸しん/ストロングスタイル/小田島旺響/
桂南海/六華亭遊花/ニードル/いいね/まつトミ/けんけん/
岡崎秀明/オーイズミ/木本惠子
（ 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：26日 ①14:00
27日、28日 ①14:00 ②18:30
29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/

※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 。1月は
「新春を彩る尺八の調べ」。伝統的な古典曲
からジャズ 、ポップス 、現代音楽まで 、幅
広い表現力をもつ尺八奏者・大友憧山が
登場 。

●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／2022年1月19日
（水） 18:00 ～ 19:00 ～ 20:00 ～
１階カウンター 40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

■開催日時／2022年1月15日
（土）・21日
（金）
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

●仙台のジュリー

●住宅リフォーム補助金活用セミナー

沢田研史

大人の癒しの空間で 、ライブとドリンクを
楽しむひととき 。

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）

■開催日時／2022年1月26日
（水） 19:00 ～ ※開場は18:00 ～
■チャージ／2,000円 ※要２オーダー別途
■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 ～ 23:00）

●葬祭会館セレモール
家族で始める終活セミナー
◇第１部 10:00 ～
コロナ禍の家族葬
講師：１級葬祭ディレクター
◇第２部 11:00 ～
元気なうちに始めよう！
“生前整理”
講師：整理整頓アドバイザー
※希望者にエンディングノートプレゼント

■開催日時／2022年1月23日
（日） 10:00 ～12:00
■参加無料 ■定員／20名
■会場／セレモール太白
（仙台市太白区大野田4-1-4）
■予約・問合せ／葬祭会館セレモール TEL.0120-000-761

■開催日時／2022年1月8日
（土）～10日
（月・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 https://www.suikoo.co.jp

●不動産終活アカデミー
（個別相談可）
◇第1部 14:00 〜 15:00
次世代への責任と後見制度
講師：NPO 法人 PREMO（ぷれも）
理事長 佐藤龍子氏
◇第2部 15:10 〜 16:00
ワークショップ
不動産エンディングシートを書いてみよう
講師：一般社団法人不動産終活支援機構
代表理事 齊藤正志氏
◇16:00 〜 16:50 無料個別相談

■開催日時／2022年1月15日
（土） 14:00 〜16:00 ※受付は13:30 〜
■参加無料 ■定員／20名 ■オンライン配信
（Zoom）／50名
■会場／スタンダード会議室 仙台一番町ホール店 6階 C 会議室
（仙台市青葉区一番町2-5-1 大一野村ビル6F）
■予約・問合せ／
（一社）不動産終活支援機構宮城
（担当：豊田）
TEL.022-797-3570 E-mail：miyagi@fudosan-syukatsu.org

院長
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りらくインフォメーション
●只野彩佳 個展
移り変わる汀線

●9th New Year
JAZZ GARDEN 2022 in SENDAI

宮城県生まれ 、武蔵野美術大学造形学部
日本画学科卒業 。全国公募展 FACE2022
では読売新聞社賞を受賞。自分や誰かにとっ
ての「居場所」を描きたいという只野さん
の個展 。

テーマは「願い 、コロナ克服 !!」
。仙台の新年を
彩るアットホームなジャズ演奏会 。

「温かな泪」S50号

■開催期間／開催中～ 2022年1月16日
（日） 10:00 ～17:00
■休館日／毎週月曜 、年末年始
（12月27日～ 2022年1月7日）
■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

●宮城の作家とともに・2022
宮城で活躍する作家22名による油彩・水彩・版画の壁面作品を
紹介 。
出展作家：吾妻篤 、梅森さえ子 、大泉佐代子 、奥山和子 、熊谷融 、熊谷理慧古 、
志賀一男 、
柴田治 、
鈴木千津 、
田口隆廣 、
土屋薫 、
早坂貞彦 、
原秀一 、
平垣内清 、
枡澤怜 、三品良春 、毛利洋子 、山口優子 、山口裕子 、渡辺雄彦 、小川和子 、
橋本道代

■開催期間／2022年1月7日
（金）～16日
（日） ※1月10日
（月・祝）
は定休日

●山本重也

水彩画展 「光」

■開催日時／2022年1月22日
（土） 11:00 ～
■入場無料
（投げ銭方式） ※手作り小ダルマをプレゼント
（１人３個以内）
■会場／仙台市市民活動サポートセンター B1Fシアターホール
（仙台市青葉区一番町4-1-3）
■問合せ／ TEL.022-276-2230
（野原弘也）
TEL.080-9255-7369
（佐藤博泰）

●びすた～り Monthly Concert 2022
音楽と、ケーキと、コーヒーで、
素敵なティータイムを！
「新春コンサート 津軽三味線 、音の旅」
白石市を拠点に伝統曲・自作曲を織り交
ぜたソロ演奏のほか 、「和力」
「三人十色」
などのグループでも活躍している小野越郎
さんを招く。

四季折々、時間や天候により変化し続ける「光」
。
そして希望 、夢 、憧れの象徴でもある「光」
。
山本重也が描き出す「光」を展示する。
■開催期間／2022年1月18日
（火）
～23日
（日）

出演：小野越郎（三味線）

「光明」

●泉田之也・志賀英二・北山栄太

＜演奏スケジュール＞
11:00 ～ Mossy Jazz Orchestra
11:50 ～ Golden Group Sounds Orchestra
12:40 ～ U567
13:30 ～スタ☆パラ
（Star Paradise Orchestra）
14:20 ～ Half Time Show / Crosby All Stars
15:10 ～ブルーグラス
（東北大生）
16:00 ～ Swinging Herd Orchestra
16:50～田口忠誠とCompas Orchestra & NY Jazz Garden all stars Vocal Session

3人展

全国で活躍する、泉田之也
（陶芸）
・志賀英二
（ガラス）
・北山栄太
（木
工）
。３人の作品を手にできる、とても貴重な機会 。
■開催期間／2022年1月25日
（火）～ 30日
（日）

■開催日時／2022年1月16日
（日） 15:00 ～
■チケット／3,500円 ※ケーキセット付
■会場・予約・問合せ／びすた～り榴ヶ岡
（仙台市宮城野区榴ケ岡5 みやぎNPOプラザ1F） TEL.022-299-2888

●画家ウエノイチロー
～新春お福分け～
見る人にポジティブなパワーを与えるパワー
アート。１月２日と３日は初売り。特別価格
で展示販売する。

（左から）
泉田之也「折 積層」サイズ W23cm×D19cm×H17cm
志賀英二「年輪紋面取花器」サイズH19.5cm×Φ6.7cm
北山栄太「la norme」sサイズ120mm×15mm、mサイズ180mm×20mm、
lサイズ240mm×25mm

■開催期間／2022年1月2日
（日）・3日
（月） 11:00 ～18:00
■会場・問合せ／画家ウエノイチロー定禅寺通ギャラリー
（仙台市青葉区春日町3-8 春日町ファインビル１F）
TEL.022-797-3379

■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
（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

●チャリティオークション
晩翠画廊オーナーのコレクションからセレクトした作品を展示・販売 。
売上の一部は障がいのある方の表現活動支援に充てられる。
■開催期間／2022年1月7日
（金）～ 9日
（日）・1月13日
（木）～16日
（日）
11:00 ～17:00 ※最終日は16:00まで
■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）
■問合せ／晩翠画廊 TEL.022-713-6230
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●遠刈田 冬のセレクト展

●石澤友明

この冬出会ってほしい 、作家さんのあた
たかい思いが伝わる作品をセレクト。

自流画会を主宰し、四季の会やマ
スコミ絵画倶楽部を牽引 、河北展
や東京都展でも大きな足跡を残し
て 、2021年 夏 、彼 岸に旅 立った
石澤友明さん 。長年にわたって描
きためた独特なタッチの作品の数々
を展示する。

出展者：
佐藤しず子（古布人形・木彫りブローチ）
佐藤まみ子（ホームスパン）
、藤原啓祐（木工）
武田千秋 、登藤修一 、スガワラアキコ（陶芸）

■開催期間／開催中～ 2022年3月27日
（日）の木曜～日曜
10:00 ～16:00 ※2月は土日のみ
■会場・問合せ／ギャラリーカフェ Cross Road
（刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山18-2） TEL.0224-34-3939
※カフェ／木曜～日曜営業 10:00 ～16:00
※年末年始休業／12月27日
（月）～ 2022年1月5日
（水）
※ギャラリー見学のみでも OK

●こけし特別展
令和の「新しい伝統こけし展」
東北で生まれ長い間育まれてきた伝統
こけしのさらなる発展を願い 、51名の
工人によるこけしを一堂に展示 。
■開催期間／開催中～2022年1月30日
（日）

●絵画常設展 カメイコレクション展 Ⅲ期
特集『塗師祥一郎・雪景の美』
カメイ株式会社が長年にわたって収集してきた絵画、
彫刻コレクションのなかから厳選して展示 。また 、
人の暮らしの温もりを感じさせる雪景色を描いた
塗師祥一郎の作品を特集する。
■開催期間／開催中～ 2022年2月27日
（日）
塗師祥一郎「木立ち」1991年

●亀井昭伍切手コレクションより
アフリカの蝶切手
亀井昭伍（カメイ株式会社・相談役）の蝶切手
コレクションより、アフリカの国々から発行さ
れた切手と絵はがきを展示 。
■開催期間／開催中～ 2022年2月27日
（日）

思い出作品展

■開催期間／2022年1月4日
（火）～17日
（月）

●遠くへ

渡辺明子作品展

「夢の旅へといざなう静かで優しい
世界 。あなたの心の奥に眠る大切
な物語を見つけに、さぁ、旅立とう」
■開催期間／
2022年1月18日
（火）～ 31日
（月）
■開催時間／月曜～金曜10:00 ～18:00 土曜11:00 ～18:00
※最終日は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 ライオンズマンション西公園第二1F）
TEL.022-265-7063

●～伝説の文人～
杉村 顕道（彩雨）俳画展
怪談文芸の匠として知られ 、
「彩雨」の俳号で
吟じた句は金子兜太や角川源義など当代きって
の俳人から高い評価を得た 、伝説の文人・杉
村顕道氏（1904 ～ 1999）
。没後23年にして
初の俳画展 、初の販売企画を開催 。

「後髪引く人にくし寒椿」35×19
サザナミムラサキ
（2004年タンザニア）

■開館時間／11:00 ～16:00 ※入館は15:30まで
■入館料／一般300円 65歳以上・高校生以下無料
（祝日は開館）
、
年末年始
（12月28日～2022年1月4日）
■休館日／毎週月曜
■会場・問合せ／カメイ美術館
（仙台市青葉区五橋1-1-23 カメイ五橋ビル７F）
TEL.022-264-6543

●2011.3.11
大津波に襲われた沿岸集落で、かつて聞いた
「いいつたえ、むかしばなし、はなし
― その九 ―」
民話の語り手をたずね 、その土地に伝承された
民話を聞き歩く活動を約45年にわたり続けてき
た「みやぎ民話の会」が亘理町周辺でかつて聞
いた民話を紹介する。
■開催期間／開催中～ 2022年2月6日
（日）
9:00 ～ 20:00
※12月28日～ 2022年1月3日は休館
■会場／せんだいメディアテーク 7Fスタジオa
（仙台市青葉区春日町2-1）
■問合せ／せんだいメディアテーク企画・活動支援室
TEL.022-713-4483

■開催期間／2022年1月13日
（木）～ 24日
（月）
11:00 ～18:00 ※最終日は16:00まで ※水曜定休
■会場・問合せ／定禅寺通り 阿部敬四郎ギャラリー
（仙台市青葉区一番町4-10-16 一番町梅原ビル B1F）
TEL.022-796-1527

●斉藤文春書展―俳句・短歌と書の交感
俳人・佐藤鬼房（1919 ～ 2002）
、書家・
青木喜山（1923 ～ 1988）両氏に敬意を表
し、関係する俳人・歌人を中心に俳句・短
歌による書作展を開催 。
◇ギャラリートーク
（各日14:00 ～）
1月29日
（土）
「 俳句と書と」ゲスト：渡辺誠一郎氏
2月5日
（土）
「 俳句と書と」ゲスト：水月りの氏
2月12日
（土）
「 書と言葉―俳句・短歌」
※各回先着15名 、メールにて要申込み。
オンライン配信予定
俳句：佐藤鬼房 、青木喜山 、渡辺誠一郎 、水月りの 、
翁花 、渋谷史恵
短歌：小山朱鷺子 、渋谷史恵 、岡直勝 、自作句歌

48.50×33.00cm

■開催期間／2022年1月18日
（火）～ 2月20日
（日） 11:30 ～17:30
※月曜定休
■会場／ビルドスペース
（塩竈市港町2-3-11）
■ギャラリートーク申込み・問合せ／
斉藤文春 TEL.070-2011-5786 E-mail：saibun9@msn.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
●第70回仙台市民バスケットボールまつり
年に１度 、恒例のバスケットボールまつり。市内各区の小学生と中
学生が 、熱戦を繰り広げる。

● CAFÉ モンタン展
1960年代、盛岡で最先端のアートと詩、音楽、味覚を発信した、初代
CAFÉモンタンのマスター小瀬川了平と芸術家たちとの足跡を辿る。
■開催期間／開催中～ 2022年2月23日（水・祝） 8:30 ～ 17:00
※本館展示 ※入館は16:30まで
■入館料／一般400円 、高校・学生250円 、小・中学生150円

● iwateコンテンポラリーアートvol.10-2
八重樫理彦展
岩手県花巻市大迫町に暮らし、山や
自然の中から絵画を探求している八
重樫理彦さんの個展 。
■開催日時／ 2022年1月10日（月・祝） 9:00 ～開会式
■会場／仙台市新田東総合運動場（元気フィールド仙台）
（仙台市宮城野区新田東4-1-1）
■問合せ／仙台市バスケッ
トボール協会 理事長 佐藤田鶴子
TEL.090-3369-3657
※公共交通機関の利用にご協力ください
※路上駐車 、近隣の商業施設や他施設への駐車厳禁

■開催期間／
開催中～ 2022年2月23日（水・祝）
9:00 ～ 16:30
※八丁土蔵ギャラリー展示 ※入場無料

「不連続面の研究014－016」
2020年 油彩・キャンパス

■休館日／毎週月曜（月曜が祝日の場合はその翌日）
、
年末年始（12月29日～ 2022年1月3日）
■会場・問合せ／萬鉄五郎記念美術館
（岩手県花巻市東和町土沢5-135） TEL.0198-42-4402

●特別展 「和の道具～くらしの知恵と工夫～」
江戸時代以前から用いられてきた「和の道具」を 、市民から寄贈された品を中心に展示 。電化する以前の日常の暮らし
を振り返る。
■開催期間／開催中～ 2022年4月17日
（日） ■開館時間／9:00 ～16:45 ※入館は16:15まで
■入館料／一般・大学生240円 高校生180円 小・中学生120円
■休館日／毎週月曜
（休日を除く）、休日の翌日
（土・日・休日を除く）、毎月第４木曜 、年末年始
（12月28日～ 2022年1月4日）
■会場・問合せ／仙台市歴史民俗資料館
（仙台市宮城野区五輪1-3-7 榴岡公園内） TEL.022-295-3956
※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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