
第26回支援・助成・協力事業 令和元年10月10日時点

【音楽】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定額

中村敦子メゾソプラノリサイタル 2019/10/1（火）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

中村敦子 40,000

被災地縦断　復興応援コンサート　歌の架け
橋となって

2019/10/2（水）
～

2020/1/25（土）

山元町、多賀城、雄勝、仙台、東
京、台湾、米国

ふるさとの物語制作委員会 70,000

第18回仙台ゴスペル・フェスティバル及び子
どものためのゴスペルワークショップの開催

2019/10/6（日）
・11/9（土）

子ども食堂・元鍛冶丁公演（WS）、
元鍛冶丁公演・三越前他屋外全10
会場　（フェス）

仙台ゴスペル・フェスティバル実行
委員会

300,000

ゲッゲロゾリステン　40thアニバーサリーコン
サート

2019/10/13（日） カトリック元寺小路教会　聖堂 弦楽合奏団　Göggero Solisten 20,000

華　日本の詩歌の会　第19回演奏会 2019/10/13（日）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

華　日本の詩歌の会 40,000

合唱団けやき第9回演奏会 2019/10/14（月）
東北大学百周年記念会館川内萩
ホール

合唱団けやき 40,000

オータムコンサート 2019/10/15（火）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

MUMU 30,000

混声合唱団　若草　第8回コンサート 2019/10/20（日）
太白区文化センター　楽楽楽ホー
ル

混声合唱団　若草 20,000

資料で探る仙台と日本のジャズ史
2019/10/26（土）

～10/30（水）
せんだいメディアテーク　ギャラリー
3300ｂ

岡本勝壽 100,000

第8回定禅寺シャンソンフェスティバル 2019/10/27（日）
せんだいメディアテーク　オープンス
クエア

定禅寺シャンソンフェスティバル委
員会

30,000

ミューズの夢コンサート「Dream to the
World」

2019/11/3（日）
～11/6（水）

仙台市福祉プラザ　ふれあいホー
ル、展示ロビー

NPO法人ミューズの夢 130,000

17世紀のイタリアバロック音楽　モンテヴェ
ルディとその時代の作品を集めて

2019/11/4（月） カトリック北仙台教会
17世紀のイタリアバロック音楽実行
委員会

80,000

仙台ジャズギルド第2回公演 2019/11/6（水） ノーバルサロン錦町 仙台ジャズギルド 70,000

第1回大石そんぐぅ研究所コンサート～研究
員のソング初披露と大石哲史ソング・シャン
ソンを歌う～

2019/11/9（土） 槻木生涯学習センター（柴田町） 大石そんぐぅ研究所 30,000

第６回みやぎ紫金草合唱団コンサート 2019/11/9（土）
仙台銀行ホールイズミティ21　小
ホール

みやぎ紫金草合唱団 20,000

被爆ピアノ　平和コンサート in Sendai 2019/11/10（日）
仙台市戦災復興記念館 展示ホー
ル/仙台市福祉プラザ　ロビー

被爆ピアノをかこむ会 40,000

合唱団コール・ユーベル第31回定期演奏会 2019/11/17（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

合唱団コール・ユーベル 30,000

「良い演奏を、良い演奏環境で楽しむ市民
の集い」（良音倶楽部仙台）

2019/11/23（土）
・

2020/1/25（土）

東北福祉大学（仙台駅東口）カフェ
「オリーブ」、長町駅前「びすた～り」

良音倶楽部仙台 30,000

第39回「日本の調べ」演奏会 2019/11/23（土）
仙台銀行ホールイズミティ21　小
ホール

操春会 50,000

第34回定期演奏会 2019/11/24（日）
太白区文化センター　楽楽楽ホー
ル

仙台サクソフォンアンサンブルクラ
ブ

30,000

NHK仙台少年少女合唱隊　第60回演奏会 2019/12/1（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

NHK仙台少年少女合唱隊 80,000

混声合唱団グラン2ndコンサート 2019/12/8（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

混声合唱団グラン 50,000

東北大学混声合唱団第60回定期演奏会 2019/12/8（日）
東北大学百周年記念会館川内萩
ホール

東北大学混声合唱団 20,000

第37回メサイア演奏会 2019/12/15（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

仙台メサイアを歌う会 70,000

東北大学学友会マンドリン楽部 第54回定期
演奏会

2019/12/21（土）
東北大学百周年記念会館　川内萩
ホール

東北大学学友会マンドリン楽部 50,000

BOP CASTLE　vol.3 ～サックスプレイヤー
熊谷駿 New Year presents～

2020/1/19（日） 太白区文化センター楽楽楽ホール
一般社団法人J&C文化芸術振興
会

60,000

みやぎコーラルハーモニー第14回定期演奏
会

2020/2/2（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

みやぎコーラルハーモニー 30,000



Orchestre de Sendai 第17回定期演奏会 2020/2/16（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

Orchestre de Sendai（オーケスト
ラ・ドゥ・センダイ）

20,000

第8回東北サクソフォンフェスティバル 2020/2/16（日）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

東北サクソフォンフェスティバル実
行委員会

60,000

CAPRICCIOSO　ピアノコンサート 2020/2/23（日） セシリア・ピアノスタジオ CAPRICCIOSO 20,000

合唱団Epice　第21回定期演奏会 2020/2/29（土）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

合唱団Epice 40,000

第46回むさしの会演奏会 2020/3/12（木）
仙台銀行ホール イズミティ21　小
ホール

武蔵野音楽大学同窓会宮城県支
部

20,000

雛鼓15周年演奏会（仮称) 2020/3/22（日）
太白区文化センター　楽楽楽ホー
ル

連坊太鼓の会雛鼓 20,000

東北の作曲家2020 アンデパンダン展 2020/3/24（火）
宮城野区文化センター パトナホー
ル

東北の作曲家（JFC東北） 100,000

（仮）六合唱団フラワーコンサート 2020/4/25（土）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

（仮）平川敬子とゆかいな仲間たち 40,000

第21回ハーモニーコンサートinひろせ 2020/6/20（土） 広瀬文化センター　ホール ひろせ合唱の会 40,000

【舞台】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定額

（仮）仙台舞台フリーペーパーなまみ！
2019/10/1（火）

～
2020/9/30（水）

-
仙台舞台フリーペーパーなまみ編
集部

210,000

仙台シニア劇団まんざら第9回定期公演
2019/10/4（金）

～10/6（日）
宮城野区文化センター　パトナシア
ター

仙台シニア劇団まんざら 50,000

ミュージカル劇団ウィンド・カンパニー　第15
回公演

2019/10/5（土）
～10/6（日）

福祉プラザ　ふれあいホール 劇団ウィンド・カンパニー 50,000

アクターズ仙台　プロデュース公演「ROSE
一人の夜、二人の朝」

2019/10/12（土）
～10/20（日）

クォータースタジオ（仙台市青葉区） アクターズ仙台 20,000

コマイぬよみ芝居「あの日からのみちのく怪
談」

2019/10/12（土）
東北学院大学土樋キャンパス
ホーイ記念館

コマイぬ 60,000

第11回人形劇場「徹子のお家」公演「新・ブ
レーメンの音楽隊」バロック音楽バージョン

2019/10/19（土）
～10/20（日）

人形劇場「徹子のお家」（自宅） 人形劇場「徹子のお家」 80,000

「子どもシアター2019」　人形劇団ひとみ座
幼児劇場

2019/10/26（土）
～11/3（日）

エル・パーク仙台、仙台市・岩沼市
の幼稚園・保育園等

特定非営利活動法人みやぎ県子
ども・おやこ劇場

190,000

六軒丁睦20周年記念公演 2019/10/26（土）
太白区文化センター　楽楽楽ホー
ル

六軒丁睦20周年記念公演実行委
員会
（仙台すずめ踊り祭連　六軒丁睦）

100,000

演劇ワークショップ　mizuyari（第2期・第3期）
2019/10/27（日）

～
2020/9/27（日）

せんだい演劇工房10-BOX　ほか 仙台演劇研究舎 220,000

仙台シアターラボ シア・トリエ 合同公演
Fukushima Meets Miyagi Folklore Project#3
『BABEL』韓国公演

2019/11/1（金） 禮山郡文芸会館 仙台シアターラボ 280,000

劇団　麦　第106回公演「蝿取り紙」
2019/11/2（土）

～11/3（日）
エル・パーク仙台　ギャラリーホー
ル

劇団　麦 40,000

大人のための演劇クラブ公演Vol.3「プカプカ
漂流記」

2019/11/2（土）
～11/3（日）

せんだい演劇工房10-BOX　box1
YONEZAWA GYU　OFFICE（ヨネザ
ワギュウ事務所）

110,000

青春五月党「ある晴れた日に」
2019/11/6（水）

～11/7（木）
せんだい演劇工房10-BOX boxes Inc. 220,000

Whiteプロジェクト　石巻・仙台公演
2019/11/9（土）
～12/22（日）

クォータースタジオ（仙台市青葉
区）、多目的ホール『土音（どん）』
（石巻）

Whiteプロジェクト 180,000

仙台日伊協会創立40周年記念事業　創作
オペラ「ウーノ」

2019/11/15（金）
仙台市戦災復興記念館　記念ホー
ル

仙台日伊協会 50,000

鳥屋のこてん2019「アン-Anne-」石巻・仙台
ミニツアー

2019/11/16（土）
～11/24（日）

旧観慶丸商店（石巻）/せんだい演
劇工房能-BOX

劇団鳥や（鳥屋） 90,000

要プロデュース劇団仙台公演『遺言-浪江町
長の闘い-』＋朗読劇『ポスト真実の真実』

2019/11/17（日）
仙台市市民活動サポートセンター
市民活動シアター

要プロデュース劇団仙台 40,000

「くるみ割り人形 全幕」DOA設立記念公演 2019/11/24（日） 電力ホール
一般社団法人Development Of
Arts

80,000

絵本とキャンプ 2019/11/30（土） 青葉の風テラス 株式会社nandary candary 40,000



鳥屋のらく゜ご～winter～年忘れて年始から
大笑い

2019/12/14（土）
・

2020/1/11（土）
ベジ＆シアターカフェ　アンフルーヴ 劇団鳥や（鳥屋） 40,000

仮）演劇企画集団LondonPANDA vol.15
2020/1/29（水）

～2/16（日）
せんだい演劇工房10-BOX、小劇
場楽園（東京）

演劇企画集団LondonPANDA 250,000

沼沢郁子　ひとり朗読（がた）り　Ⅷ　さよなら
公演

2020/1/31（金）
仙台銀行ホールイズミティ21　小
ホール

むべの会 50,000

SENDAI座☆プロジェクト2020冬「タルタロス
の足湯」

2020/2/14（金）
～3/8（日）

座・高円寺、エルパーク仙台　スタ
ジオ、川西町フレンドリープラザ

一般社団法人 SENDAI座プロジェ
クト

220,000

Gin's Bar 公演色彩シリーズ「PEARL　サンフ
ランシスコ発、バンクーバー行き」

2020/2/15（土）
～2/24（月）

クォータースタジオ（仙台市青葉区） Gin's Bar 20,000

第15回　ダンス・コンペティション　イン　仙台
2020

2020/2/22（土）
～2/23（日）

日立システムズホール仙台　シア
ターホール

DCS実行委員会 30,000

アンドロイド演劇「さようなら」
2020/2/22（土）

～2/23（日）
宮城野区文化センター　パトナシア
ター

boxes Inc. 120,000

アジア神々の系譜～すべてが民族になる～
仙台事業

2020/2/28（金）
～2/29（土）

宮城野区文化センター　パトナシア
ター

みんなのしるし合同会社 220,000

The First Action Project #4 ＠福岡 2020/3/15（日） サザンクス筑後　小ホール ARCT 60,000

演劇ユニット言言　第六回公演「昭和レスト
レイション」

2020/3/26（木）
～3/29（日）

せんだい演劇工房10-BOX　box1 演劇ユニット言言 230,000

「受難劇イエスの生涯」～～ヨハネの福音書
による～～

2020/4/4（土）
尚絅学院中学高等学校・八幡校舎
礼拝堂

受難劇を作る実行委員会 270,000

日英age50+がつくる舞台～炎:Honō:Flames
2020/4/6（月）
～4/12（日）

せんだい演劇工房10-BOX（創
作）、宮城野区文化センター　パトナ
シアター（公演）

演劇企画集団LondonPANDA 470,000

【展示】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定額

王希奇「一九四六」宮城展
2019/10/1（火）

～10/6（日）
宮城県美術館地下県民ギャラリー
1,2

王希奇「一九四六」宮城展実行委
員会

100,000

仙台写真月間2019
2019/10/1（火）

～11/3（日）
仙台アーティストランプレイス ス
ペースA及びB、DAOTAO（岩沼市）

仙台写真月間 180,000

第69回新現美術協会展
2019/12/13（金）

～12/18（水）
せんだいメディアテーク　5Fギャラ
リーabc

新現美術協会 20,000

せんだいまち力ミュージアム VOL.11
2020/3/3（火）
～3/18（水）

仙台市内のギャラリーと小売店
せんだいまち力ミュージアム実行
委員会

90,000

【その他】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定額

愛和気写真集
2019/10/1（火）

～
2020/4/29（水）

- 愛和気 20,000

日本映画の監督デビュー作まつり　第三弾
2019/10/1（火）
～12/27（金）

せんだいメディアテーク　７F会議室 せんだい映画村 90,000

西国道中日記　出版 2019/10/1（火） - もみじの会 130,000

きむらとしろうじんじん野点＠仙台2019 2019/10/6（日）
（未）仙台市あるいは近郊の公園ま
たは街頭を予定

きむらとしろうじんじん野点＠仙台
実行委員会

100,000


