りらくインフォメーション
●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 ～
家族が認知症に !?
～健康寿命を考える ～
講師：終活カウンセラー
◇第２部 11:00 ～
相続対策
～おひとり様の相続手続き～
講師：相続相談アドバイザー
※希望者は館内見学・事前相談可能

■開催日時／5月17日
（火） 10:00 ～12:00
■参加無料 ■定員／20名
■会場／セレモール仙台
（仙台市青葉区郷六字舘22-1）
■無料送迎バス／仙台駅発9:20
（仙台駅東口２階デッキ エレベーター前に
9:10まで集合）、セレモール仙台発12:30
■予約・問合せ／葬祭会館セレモール TEL.0120-000-761

●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）

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」５月公演スケジュール
魅知国仙台寄席５月上席

1日
～ 5 木・祝

出 演：桂枝太郎/神田桜子/六華亭遊花/RAUMI/桂南海/
ニードル/ストロングスタイル/若葉舞/まつトミ/大友憧山/
岡崎秀明/けんけん/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：①11:00 ②14:00

春雨や風子落語会

7土

12 木
13 金

出演：春雨や風子
時間：①11:00 ②14:00

桂文治独演会
出演：桂文治/柳亭芝楽/桂空治
時間：12日 ①14:00 ②18:30
13日 ①11:00 ②14:00

和太鼓と津軽三味線の競演
「 音日和 」
■開催日時／5月7日
（土）・8日
（日）・14日
（土）・15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

15 日

18 水
19 木

●仙台くりはらオフィス

相談員：栗原市定住戦略室スタッフ

■開催日時／5月13日
（金）・28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

花座定期公演
「 ルート9shuffle 」シャッフル4
出演：笑福亭茶光/三遊亭花金/春風亭昇りん
時間：①14:00 ②18:30

第43回ニードルの噺

21 土

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 。

出演：鼓風☆響
時間：13:00

出演：ニードル
時間：①11:00 ②14:00

春風亭昇吉独演会

22 日

出演：春風亭昇吉
時間：①11:00 ②14:00

魅知国仙台寄席５月下席

26 木
～30 月

出演：三遊亭遊馬/三遊亭遊子/小田島旺響/まつトミ/三遊亭げん馬
/ストロングスタイル/大友憧山/バクコメ/翼/六華亭遊花/ソラシド/
ニードル/じゃんぼ/舩窪舞子
（ 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、28日、29日、30日 ①11:00 ②14:00
27日 ①14:00 ②18:30

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♪

●海馬工苑

スプリングガーデンフェア

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 。５月
の演奏者はタタルヘンリさんと木下順子
さん 。

特別相談会開催 。家族でゆったり、
仲 間とワイワイ、一人で のんびり
……それぞれの過ごし方に合わせ
たお気に入りの庭づくりをサポート。
来場特典あり。

〜おうち時間をプライベートガーデンで楽しもう！〜第3弾

■開催日時／5月18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／5月14日
（土）
・15日
（日）10:00 〜
（完全予約 。各日先着6組）
■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

●仙台のジュリー

●紅の蔵

沢田研史

仙台のジュリー・沢田研史のマンスリー
ライブ。まだ観たことがないというジュリー
ファンは必見！

■開催日時／5月26日
（木） 19:00 〜 ※開場は18:00 〜
■チャージ／2,000円 ※要別途２オーダー
■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）
（17:00 〜 23:00）
TEL.022-265-1139

５月のイベント

谷
◇◯長谷川家所蔵
「五月人形展」
・開催中〜 6月5日（日） 10:00 〜 18:00
・場所／街なか情報館

◇紅の蔵 GW 特別イベント（中庭）
5月4日（水・祝）
・山形殺陣乃会「紅蓮羽」による剣劇
「やまがたの里 妖怪伝2022」
（11:00 〜 14:00）
5月5日（木・祝）
・的当てゲーム ・宝探しゲーム ・ポン菓子のプレゼント
両日（10:30 〜）
・バルーンアートプレゼント ・みちのくこんにゃく道場による玉こんにゃくの販売
※プレゼントはなくなり次第終了
※５月の十日市「母の日 カーネーションプレゼント！」
（5月8日〜 10日）期間中に
『おみやげ処 あがらっしゃい』で1,000円以上の買物または『そば処 紅山水』
『Cafe&Dining990』で食事をした先着100名にカーネーションをプレゼント

■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

●さかなクンのギョギョッとびっくりお魚教室

●バンクシーって誰？展

岩沼市民会館で「さかなクン」による講演
会を開催 。魚や海に関する話のほか 、来
場者参加型のクイズコーナーも予定され
ている 。

世界中に分散するバンクシーのストリート・
アートから、
代表作品をリアルサイズで再現。
プライベート・コレクター秘蔵の作品も公
開する 。

出演：さかなクン

■開催日時／6月4日
（土） 14:00 〜 ※開場は13:00 〜
■チケット／全席自由 一般2,000円 小学生以下1,000円
※３歳未満ひざ上無料
■会場／岩沼市民会館 大ホール
（岩沼市里の杜1-2-45）
■問合せ／岩沼市民会館 TEL.0223-23-3450

■開催期間／6月29日
（水）〜 8月24日
（水）
9:30 〜17:00
■料金／
平日 一般1,800円 高・大・専門学校1,600円 小・中学生1,100円
土日祝日 一般2,000円 高・大・専門学校1,800円 小・中学生1,300円
※前売券は当日券から200円引き
■会場／ビッグパレットふくしま
（福島県郡山市南2-52）
■詳細・問合せ／
「バンクシーって誰？展」実行委員会事務局
（福島中央テレビ事業推進部） TEL.024-924-1100
（月〜金9:30 〜17:30）
https://www.fct.co.jp/whoisbanksy-koriyama/

院長
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りらくインフォメーション
●尾﨑行彦・田村晴樹

木版二人展

かつて岩手大学特設美術科版画室に籍を置いた先輩後輩の二人展 。

●渋谷興宏
旅先で描いた風景画展

■開催期間／5月10日
（火）～15日
（日）

家族や絵の仲間との旅行先で目に
してきた 、各 地 の 山 、川 、海 、街
を描いた作品を展示 。

左／尾﨑行彦
「（広瀬川シリーズより）」
右／田村晴樹
「SHIRONASU」
22×16.5cm

■開催期間／5月6日
（金）～17日
（火）

●仙台若手アーティスト７人による
チャリティー展

●前田優光 メルヘンの世界展
心の師とし敬愛していた画家 安野光雅
さんの他界を惜しみながらの開催 。ど
こか懐かしく人情味溢れる画風を少し
でも彷彿できればという思いで描いた
作品を展示 。
■開催期間／5月17日
（火）～ 22日
（日）

「松川の清流」
（遠刈田）

個性溢れる７名のアーティストが集結 。
売上の一部は 、カフェ＆ギャラリーガレ
主催の「ウクライナ救援 、子供たちの教
育の支援」
（河北新報社を通じて日本赤
十字社へ）に寄付される。
参加アーティスト：ありちゃん 、Oyama Mizuki 、幾何学えかき あまの
ごとう えり、佐藤李菜 、まそそそ 、渡辺明子

「サルダーナを踊る（スペイン）」

●スギサキマサノリ 彫刻小品展
宮城に彫刻工房を持つ 、スギサキマサノリ
さんの小品展 。
■開催期間／5月24日
（火）～ 29日
（日）
「陽だまり猫」
（テラコッタ）
高さ58×横210×奥行100mm

■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

●40th ANNIVERSARY
仙台アトリエクマガイ藝術学院
「本物になりたい人たちへ」
― 個別指導のスペシャリスト―

■開催期間／5月18日
（水）～ 31日
（火）
■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21-5-101 ライオンズマンション西公園第二1F）
TEL.022-265-7063

● KIRIE ART
日地谷 弘 個展
富谷市の風景などを切り絵で表現した 、
A3サイズの作品を中心に20数点展示。
初個展 。
■開催期間／5月1日
（日）～ 31日
（火） 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
※駐車場利用の場合は要事前連絡

生徒一人ひとりの個性 、感性 、自信 、作りを
育成し、サポートしてきたアトリエの40周年
記念展 。卒業生やアトリエ講師陣も参加す
る虹色の夢の架け橋のような展覧会 。
熊谷 融「尾道礼讃（刻）
」S20号日本画

■開催期間／5月17日
（火）～ 22日
（日）
11:00 ～18:00 ※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／ TEL.090-6252-0115
（熊谷）
ま ん だ ら

●さとう りつこ 曼荼羅原画展
「つながる」
全てを内包する宇宙 、曼荼羅の原画展 。
◇曼荼羅を描くことができる「ミニ曼荼羅体験会」
（事前予約制）
・開催日／ 5月1日（日）
・5日（木・祝）
・8日（日）
・参加費／ 1,600円（1ドリンク付き）
・各回定員６名

■開催期間／4月28日
（木）～ 5月10日
（火） 7:30 ～18:00
■水曜定休
■会場・予約・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
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INFORMATION
●～人気作家による～
日本画・洋画作品展
作家の個性溢れる日本画・洋画の秀作を10
余点展示 。
藤井 勉「早春」F20号

■開催期間／4月29日
（金・祝）～ 5月16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

●菊池 咲 作品展

●企画展 落合なお・杉崎文子
篭あみ ボタニカルアート
りらく目次イラストでおなじ
みの杉崎さんのボタニカル
画と、上山市で「ギャラリー
かご」を主宰する工芸家・落
合さんの作品を展示販売 。
■開催期間／4月29日
（金・祝）～ 5月5日
（木・祝） 10:00 ～17:00
※入館は16:30まで ※最終日は15:00閉館
■入館料／500円
（高校生以上）
※新型コロナウイルス感染予防のためマスク着用
■会場・問合せ／杉崎ボタニカルアート美術館
（山形県山形市門伝山王1348）
TEL.023-647-6870

●山浦多久二 油彩展
～色彩の戯れ 絵と音楽の融合～

岩手在住の日本画家・菊池咲さんが描
く、動物がテーマの日本画をギャラリー
とカフェで展示販売 。体温が感じられる
ような「暖かさ」とユーモアがある動物
たちとの対話を楽しんでみては 。

ジャズ 、クラシック、映画音楽 、ポピュラー
ミュージックなど 、感動した音楽を絵に表
現した作品を展示 。

■開催期間／４月28日
（木）〜６月26日
（日）の木曜〜日曜 10:00 〜16:00
■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
※ギャラリー見学のみでも OK

■開催期間／5月12日
（木）～18日
（水）
10:00 ～19:00
「この素晴らしき世界」
※最終日は16:30まで
■会場・問合せ／藤崎本館 美術ギャラリー
（仙台市青葉区一番町3-2-17 6F）
TEL.022-261-5111
（代表）

●まちのきおくをあつめる 、かたる
昭和のしおがま ―海とまち―

●第九回杜の都フォトクラブ写真展
「季節の風に誘われて」

海と共に生きる塩竈の人々の暮らしに焦点を
あてたエピソードや写真 、資料等を展示 。

自然の美しさや人の営みを写した作品
を35点展示 。月２回の例会で学び 、撮
影会や勉強会を経て作り上げた力作が
並ぶ 。

◇関連イベント「思い出おしゃべり会」
展示写真やエピソードをもとに昭和時代の思い出を語
り合う。
・開催日／会期中の毎週水曜 13:30 ～ 14:30
・参加費／ 200円
（申込不要／観覧料で参加可能／お茶付き）
※美術館スタッフによる出張可能（要問合せ）

イラスト：福田美里
■開催期間／4月29日
（金・祝）～ 6月19日
（日）
10:00 ～17:00 ※入館受付は16:30まで
■月曜休館
■展示観覧料
（常設展込）／一般200円、高校生100円、中学生以下無料

●アフタヌーンプラクティス
色鉛筆画講座
多賀城市在住の色鉛筆画家・佐藤直樹さんに
色鉛筆画の描法を基礎から学び、身近な画材・
色鉛筆で質感豊かに描く楽しさを体験する。
全４回 。
■開催日時／
春学期：5月7日
（土）、6月4日
（土）、7月2日
（土）、8月6日
（土）
秋学期：9月3日
（土）、10月1日
（土）、11月5日
（土）、12月3日
（土）
13:00 ～15:00
■受講料
（各学期 。用紙・資料代込）／
一般受講料：10,000円 メンバーシップ受講料：8,000円
体験受講：3,500円／回 ※学期の初回に支払い
■準備物／色鉛筆12色セット
■定員／10人程度
■会場／塩竈市杉村惇美術館 講習室
■会場・申込み・問合せ／塩竈市杉村惇美術館
（塩竈市本町8-1）
TEL.022-362-2555

「羊飼い」

■開催期間／5月17日
（火）～ 22日
（日） 10:00 ～18:00
■会場／東北電力グリーンプラザ ギャラリーS
（仙台市青葉区一番町3-7-1）
■問合せ／ TEL.080-5575-7279
（飯渕）

●加藤 潤 水彩画展 passage
― 光と風のなかで ―
作家のもう一つの故郷 、北欧スウェーデン
の風景を中心とした水彩作品展 。丁寧に描
かれた風景画の数々は 、見る人に「いつま
でも絵の中にたたずんでいたい」
と思わせる。

「光につつまれた朝」
水彩33.5×36.5cm
■開催期間／5月17日
（火）～ 24日
（火）
※作家在廊予定 5月17日、18日、21日、22日

●古山 拓 個展【いつか見た風の輝き】
旅先で感じた空気を描きたいと絵筆をと
り続け 、初個展から25年 。ヨーロッパ
の旅風景や蔵王連峰 、花々の彩りなど
を 、透明水彩で描きとる 。
■開催期間／5月26日
（木）～ 31日
（火）
「蔵王」水彩32×23cm

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

※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
●東根市フェア＆果樹王国ひがしねマルシェ

●奇数アトリエ in AER

５月28日（土）と29日（日）の２日
間にわたり、勾当台公園円形広
場に東根市のおいしい食べ物が
大集合 。公園内の Route227’
s
Cafeには５月１日（日）から１ヵ月
間 、東根市の魅力溢れる食材を
使った期間限定のオリジナルメ
ニューが登場する。

奇数月に開催される、宮城の
作家を応援するイベント。今
回のテーマはアートと工芸 。
絵 画 、書 、ガラス 、革 、布 な
ど多彩なジャンルの作家による
18ブースが出展 。

■会場／勾当台公園（仙台市青葉区本町3- 9-2外）
■問合せ／（一社）東根市観光物産協会 TEL.0237-41-1200

■開催期間／５月20日（金）〜 22日（日）
11:00 〜 18:00 ※最終日は17:00まで
■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

● MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第４戦
スーパーバイクレース in SUGO

●東方落語
二十五周年記念公演

35年振りにリニューアルしたスポーツラ
ンドSUGOで全日本ロードレースを開催。
SUGO を舞台に撮影された映画「汚れ
た英雄」の上映も 。

独特の温かみを持つ東北弁で語る落語 。
東方落語プロジェクト立ち上げから25周
年を迎えての記念公演 。

©KADOKAWA1982
■開催日／ 6月4日（土）
・5日（日）
■入場料金／前売観戦券 シングル（1名）4,500円（４日・５日通し）
当日入場券 ４日3,200円 ５日5,600円
※中学生以下入場無料 ※学生証提示で50% 割引
■会場／スポーツランドSUGO インターナショナル レーシングコース
（柴田郡村田町菅生6-1）
■問合せ／スポーツランドSUGO TEL.0224-83-3111

出演：今野家もう世 、今野家世はね 、六華亭遊花
まつトミ、今野家がめら 、今野家ふぁんた
今野家ちょすな 、今野家たごまる

■開催日時／５月15日（日） 昼の部13:00 〜 夜の部17:00 〜
■木戸銭／全席自由 前売2,800円 当日3,000円
■会場／仙台市シルバーセンター 交流ホール
（仙台市青葉区花京院1-3-2）
■問合せ／東方落語プロジェクト TEL.070-5622-2552

※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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