
りらくインフォメーション

※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。

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」 ２月公演スケジュール

1 火
～5 土

魅知国仙台寄席2月上席
出演：瀧川鯉橋/三遊亭仁馬/じゃんぼ/オーイズミ/三遊亭美よし/
　　  大友憧山/西﨑千久沙/ニードル/小田島旺響/
　　  ストロングスタイル/バクコメ/岡崎秀明/稲葉千秋（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、2日、5日 ①11:00  ②14:00
　　  3日、4日 ①14:00  ②18:30

6 日
7 月

鯉白・鯉三郎二人会
出演：瀧川鯉白、瀧川鯉三郎
時間：6日 ①11:00  ②14:00
　　  7日 ①14:00  ②18:30

10 木
花座漫才カーニバル

出演：ワッキー貝山/まつトミ/ストロングスタイル/ニードル/
　　  万笑アバンギャルド
時間：①18:30

11 金・祝
12 土　 

第５回 春風亭昇太一門　昇市・昇りん兄弟会
出演：春風亭昇市/春風亭昇りん
時間： ①11:00  ②14:00

16 水
17 木

花座定期公演「ルート9shuffle」シャッフル1
出演：春風亭弁橋/春雨や晴太/三遊亭仁馬
時間：①14:00　②18:30

19 土

第40回ニードルの噺
真打昇進直前！その2　春風亭昇也独演会

「第40回ニードルの噺」
出演：ニードル　時間：①11:00  ②14:00

「真打昇進直前！その2　春風亭昇也独演会」
出演：春風亭昇也　時間：①18:00

20 日
和太鼓と津軽三味線の競演「音日和」

出演：鼓風☆響　時間：①13:00

23 水・祝 
春風亭柳之助一人会

出演：春風亭柳之助　時間：①11:00  ②14:00

24 木
～28 月

魅知国仙台寄席2月下席
出演：春風亭小柳/瀧川鯉津/鏡味味千代/ニードル/瀧川はち水鯉/
　　  まつトミ/岡崎秀明/若葉舞/けんけん/六華亭遊花/
　　  ストロングスタイル/大友憧山/足立奈保（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：24日、25日 ①14:00  ②18:30
　　  26日、27日、28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／2月14日（月）　10:00〜12:00
■参加無料　■定員／20名
■会場／セレモール泉 市名坂（仙台市泉区市名坂御釜田146-2）
■予約・問合せ／葬祭会館セレモール　TEL.0120-000-761

●葬祭会館セレモール
　家族で始める終活セミナー
◇第１部　家族が認知症に!?
　　　　  ～兆しチェックと予防・運動～　
　講師：終活カウンセラー
◇第２部　エンディングノートの書き方
　講師：１級葬祭ディレクター
　　　  （厚生労働省認定・
　　　　 葬祭ディレクター技能審査）
※希望者にエンディングノートプレゼント

■開催日時／2月4日（金）・19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

●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／2月11日（金・祝）・12日（土）・13日（日）
　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

●スイコー 老活セミナー
50代、60代の住宅所有者向け
セミナー。安心して老後を過ごす
ために、事例から将来の暮らし
のヒントを学ぶ。（国土交通省・
経済産業省後援 ＰＪ登録）
講師：澤口祐紀

2022年2月27日まで

スタート応援キャンペーン
● 入会金全額OFF
● レッスン12回プレゼント
● お月謝2ヵ月間半額
※対象コース：グループレッスン
※マンツーマンコースの場合は
　2ヵ月間月々4,000円引き

宿泊体験平日
限定

スウェーデンハウスの暖かさを体感していただける特別な季節です

株式会社スウェーデンハウス東北支店
tel.0120-302-381 10:00～18:00（火・水曜定休）

オンライン相談会も随時開催中

ご予約は下記二次元コードのモデルハウス
ページから、もしくはお電話にてお申し込み
ください

ご予約の方に
ムース先生
プレゼント

ご予約の方に
ムース先生
プレゼント
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INFORMATION

院長　永井　堅

■開催日時／2月6日（日）　15:00～
■ミュージックチャージ／3,500円（１ドリンク＋おつまみ付き）
■会場・予約・問合せ／modern jazz & snack KABO
　（仙台市青葉区一番町4-5-17）　TEL.022-261-3792

■開催日時／2月13日（日）　１部12:00～　２部15:00～
■チケット／3,500円　※ケーキセット付き
■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

■開催日時／2月23日（水・祝）　15:00～　※開場は14:00～
■料金／全席指定　3,000円　※未就学児入場不可
■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／仙台フィルサービス　TEL.022-225-3934（平日 10:00～18:00）
 仙台市市民文化事業団　TEL.022-727-1875（平日 9:30～17:00）

■開催日時／2月27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。２月は

「杜の都を代表するギタリスト　佐藤正隆
クラシックギターの夕べ」。心に響くエレ
ガントな音色を披露する。

●JAZZ drummer 橋本國彦
　Memorial Concert
仙台ジャズの歴史とともに歩んだジャズ
ドラマー・橋本國彦さんの追悼ライブ。
【出演】
一戸祐三郎（As&Ts）、岩谷 真（B）
後藤美久夫(As)、大村武司（Apf.）
高見良蔵（G）、髙橋 進（Dr）

■開催日時／2月16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／2月12日（土）　18:30～
■料金／4,000円　※1ドリンク付き
■会場・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）

●テリー橋本＋清水万紀夫
　With 大村ピアノ トリオ
ジャズボーカリスト・テリー橋本と、日本 
ジャズ界の至宝・清水万紀夫による新
春スペシャルライブ。

【出演】
テリー橋本（Vo.）
清水万紀夫（Clarinet, Flute）
行方基朗（Dr）
田村康徳（Ba）
大村武司（Apf）

●幹miki　Valentine Concert
びすた～りマンスリーコンサートに、
蔵王町の雄大な自然のなかで創
作活動をしている幹mikiと、仙
台を中心に演奏活動やラジオキャ
ンペーンソングの編曲など多方面
で活躍する齋藤めぐむが登場。

出演：幹miki（ヴォーカル）、齋藤めぐむ（鍵盤楽器奏者）
主催：虹のさかなプロダクション

●名曲のちから
　オーケストラ・スタンダードVol.27
　元N響コンマス　堀 正文を迎えて
　～第８回仙台国際音楽コンクール開催記念～

【出演】角田鋼亮（指揮）、堀 正文（ヴァイオリン）
　　　 仙台フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）

【演奏曲目】ウェーバー：歌劇「オベロン」序曲
　　　　　 モーツァルト：ヴァイオリン協奏曲第５番
　　　　　　　　　　　「トルコ風」 K.219
　　　　　 ブラームス：交響曲第１番 ハ短調 作品68　

●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７回 ドビュッシー 月ノ光

【出演】吉岡知広（チェロ／コーディネーター）、神谷未穂（ヴァイオリン）
　　　 井野邉大輔（ヴィオラ）、戸田敦（フルート）、清水梨紗（ハープ）
　　　 野平一郎（ピアノ）

【プログラム（ドビュッシー）】
月の光／子供の領分／２つのアラベスク／シランクス／チェロ・ソナタ ニ短調
／フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ／ヴァイオリン・ソナタ ト短調
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●作家活動30周年記念
　―メゾチントの世界―　生田宏司　銅版画展
フランスでマニエール・ノワール（黒の技法）といわれるメゾチント

（銅版画）技法で自画・自刻・自摺により制作。「King of Owls」
の新作をはじめ、黒の中に柔らかな色彩を帯びた色刷りで表現さ
れた花や小鳥など、多彩でオリジナルな世界が楽しめる。

●版画を買って、おうちに飾ろう！Ⅰ
宮城にゆかりのある版画作家の作品を中心に展示。シート価格
１万円以下（税込）の設定で販売する。作家の作品を身近に飾る楽
しみが実感できる好機。
出展作家：
阿部夏希、あるがあく、伊藤由美子
岩渕俊彦、奥村昭子、尾﨑行彦
長田友子、音道優瑛、小野智香
小野寺花佳、尾身伝吉、河村眞理子
北野三千雄、黒田賀世子、黒田萌
小関理、齋藤正和、佐々木珠子
佐藤聖大、佐藤俊一郎、シバイクコ
鈴木剛、せん、田村晴樹、中井一彦
中村喜吉、中村由起子、念佛明要
尾留川優子、三河渉、明才
村上紘一、村山聡子、渡辺由美子

■開催期間／2月1日（火）～6日（日）　

●お酒の器展 ～大人のバレンタイン～
家で過ごす自分のための時間の使い方の一つとして、また、バレ
ンタインの贈り物として、陶器・ガラス・漆の酒器を提案。宮城
の作家約14名の猪口が集合。
出展作家：
青木三千代（金属）、岩田ゆり（陶芸）
太田理彦（陶芸）、岸上まみ子（陶芸）
工藤修二（陶芸）、小鯖美保子（陶芸）
佐々木みどり（ガラス）、佐藤朱音（陶芸）
佐藤大寿（陶芸）、針生峻（ガラス）
村山耕二（ガラス）、森つくし（陶芸）
雪ノ浦裕一（陶芸）、吉岡星（ガラス）

■開催期間／
　2月8日（火）～13日（日）　

●墨と暮らす ～書・墨画グループ展～
６名の作家それぞれの「墨」をもちいた
作品との出会いから、日常生活では触
れる機会の少ない「墨」のある生活のイ
メージがふくらむ。
出展作家：
大塚耕志郎、鎌田直衞、斉藤文春
佐藤華炎、丹野萩逕、月田エミ

■開催期間／2月15日（火）～20日（日）

●柳井正明コレクション
　昭和のこけしの楽しみ
大尺のこけしが多数作られた
時期でもある、昭和40年代
の表情豊かなこけし。今回は

「優美とグロテスク」という視
点から、当時のこけし（盛秀
太郎や岩本芳蔵等の作品）と
工人直筆の色紙を展示する。
■開催期間／
　2月22日（火）～27日（日）

2021年
「版画を買って、おうちに飾ろう！」

展示風景

2021年「お酒の器展」展示風景

盛秀太郎とこけし（1970年4月22日）

「King of Owls」
和紙・メゾチント・
セピア摺り・手彩色
55.5×38.0

「豆大福猫」
メゾチント16.5×25.0

■開催期間／2月10日（木）～28日（月）　10:30～18:00
　　　　　　※最終日は16:00まで　※水曜定休
■作家来場日／2月12日（土）・13日（日）
■会場／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B1）
　　　　TEL.022-796-1527

■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

■開催期間／2月1日（火）～28日（月）　10:00～16:00
　※最終日は15:00まで　※水曜・木曜定休
■会場・問合せ／ギャラリー喫茶ゑん
　（仙台市泉区泉中央2-15-3 シュワヒルズⅡ104）
　TEL.022-343-6311　※駐車場利用については要事前連絡

●KIRIE ART３人展
　菅原隆夫・日地谷弘・三浦豊
切り絵を勉強中の３人の切り絵作品を
A4サイズのものを中心に20数点展示。

「花、風景」等モチーフは多岐にわたる。
色紙で色彩をつけたものや、白黒で
明暗を表現した作品等があり、切り絵
の面白さや楽しさが伝わる。
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※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。

●2022仙台市工芸展

■開催期間／１班：２月4日（金）～8日（火）  ２班：２月9日（水）～13日（日）
　　　　　　10:00～21:00　※出展者入替あり。各班最終日は19:00まで
■会場／エスパル仙台本館１Ｆエスパルスクエア（仙台市青葉区中央１-１-１）
■問合せ／（公財）仙台観光国際協会　TEL.022-268-9568

■開催期間／2月16日（水）～28日（月）
　　　　　　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21-5-101 ライオンズマンション西公園第二1F）
　TEL.022-265-7063

■開催期間／2月16日（水）～28日（月）　7:30～18:00　※火曜定休
■会場・問合せ／アートカフェRose（仙台市青葉区春日町3-8 春日町ファインビル1F）　TEL.022-797-3774

仙台市の長い歴史と伝統に育まれた、優れた
民・工芸品などを一堂に展示・販売する。工
芸品制作体験（各体験先着10名に限り無料）
や、抽選会も実施。
◇工芸品制作体験コーナー（各日11:00〜16:00）
2月5日（土）仙台柳生和紙福来玉絵付け体験　
2月6日（日）仙台箪笥コースター金具取付体験　
2月12日（土）江戸独楽絵付け体験、ミニチュアバッグのキーホルダー作り体験
2月13日（日）埋もれ木磨き体験、作並こけし絵付け体験

95

■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）

●楽しいコーヒーの時間のために　2022
遠刈田ギャラリーカフェCROSS ROADからセレクトされたコーヒーカッ
プ、仙台市内で焙煎している芦田珈琲のコーヒー豆、コーヒーにあ
うパンや菓子など、珈琲タイムを楽しくするためのアイテムが揃う。
■開催期間／2月8日（火）～13日（日）
　　　　　　11:00～17:00
　　　　　　※最終日は16:00まで
■問合せ／TEL.080-3142-2371（黒須）　

●千葉 一彦 絵画展
河北TBCカルチャーセンター講師、千葉一彦さん
の絵画展。風景、静物、人物画を展示。

●百獣画録2022
動物アーティスト、シートン大友が描く百獣の世界。昨年12月にオープンしたアートカフェRose店内で作品の展示販売が行われる。

●無
む み

三展
宮城教育大学の美術科に在籍する、１年生、２年生、４年生の３名
によるグループ展。
出展作家：佐々木愛海、白鳥寛之、三浦 侑

■開催期間／2月22日（火）～27日（日）
　　　　　　10:00～17:30
　　　　　　※最終日は16:00まで
■問合せ／TEL.070-2014-8409（白鳥）　

左から白鳥寛之「堂々」（F15）、佐々木愛海「アミ」（F4）、
三浦 侑「ポスター“ピンクチラシ”」（B4）
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りらくインフォメーション

■開催期間／2月1日（火）～13日（日）　10:00～17:00　
　　　　　　※2月7日（月）は休館　※企画展示室

■開催期間／2月19日（土）～27日（日）　10:00～17:00
　　　　　　※2月21日（月）は休館　※企画展示室

■会場・問合せ／塩竈市杉村惇美術館（塩竈市本町8-1）
　　　　　　　  TEL.022-362-2555

■会場・予約・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

※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。

●2021年度
　塩竈市杉村惇美術館
　アーカイブス
　PROGRAMS
今年度の定期講座やワークショップで
制作された作品を展示・発表する。
◇内容
はじめての墨画 講師：一関恵美／ワークショップ「今日を、呵する」ゲスト：
KUDANZ ／ ART or TREAT デザイン：櫻井園子 造形制作：川角由／
flower art museum～絵画の中の花を組む～ 講師：大塚のぞみ（Botanical 
People）／JUNBIサポーター企画「こども探偵事務所」／令和3年度市内小
学校美術鑑賞プログラム／折り紙でつくる鳳凰丸・龍鳳丸　講師：芦村俊一（チ
ルドレンズ・アート・ミュージアムしおがま）／SOUPの研修2021 第４回「ひ
ろがる世界・ひろがる私〈美術館〉に行こう！」（特定非営利活動法人エイブル・
アート・ジャパン）

●はじめての墨画　受講生展
墨画家・一関恵美さんを講師とする定期講座「はじめての墨画」の
受講生による作品展。筆の持ち方など基礎から学びはじめた受講
生たちが、モダンな墨の世界に触れながら植物、魚、静物、塩竈
の町などを墨画で表現している。

●紅の蔵　２月イベント情報
◇２月の十日市　バレンタインフェア
期間中、そば処 紅山水・Cafe&Dining 990・おみやげ処 あがらっしゃいの
利用者に、紅の蔵スタッフよりチョコっとチョコレートをプレゼント
※なくなり次第終了
・開催期間／2月10日（木）～14日（月）

◇Love Flower
バレンタイン応援イベント。蔵座敷で
大切な人に思いを届けるフラワーアレ
ンジメントをつくる。
・開催日時／2月11日（金・祝）
　　　　　　10:30～
・参加費／2,000円
・定員／先着20名
・申込み／2月1日（火）10:00～
　電話または直接来館にて受付
　※定員になり次第受付終了

◇紅花商人の旧家に伝わる時代雛展
・開催期間／
　2月17日（木）～3月29日（火）
　10:00～18:00
○長谷川家に受け継がれてきた、享保
雛をはじめとする貴重な時代雛を展示。
谷

96
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