
第22回支援・助成・協力事業 平成30年4月20日時点

【音楽】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

富永睦子&横溝聡子ピアノデュオリサイタル 2017/10/5（木）
仙台銀行ホールイズミティ21
小ホール

富永　睦子 40,000

第16回仙台ゴスペル・フェスティバル及びゴス
ペルワークショップ（リードボーカル&ディレク
ター育成）の開催

2017/10/7（土）
～11/4（土）

市民広場、三越前、パルコ前ほか
仙台ゴスペル・フェスティバル
実行委員会

310,000

第37回「日本の調べ」演奏会 2017/10/7（土）
仙台銀行ホールイズミティ21
小ホール

操春会 40,000

第6回　定禅寺シャンソンフェスティバル 2017/10/7（土）
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
実行委員会

20,000

合唱団コール・ユーベル第29回定期演奏会 2017/10/9（月）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

コール・ユーベル 30,000

女声合唱団仙台NFCコンサート　vol.18 2017/11/11（土）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

女声合唱団仙台NFC 30,000

MUMUプレゼンツVol.6　オータムコンサート 2017/10/13（金）
宮城野区文化センター
パトナホール

MUMU 30,000

八重山古典民謡仙台公演
「やいま旅果報ぬ願い」

2017/10/14（土）
仙台市福祉プラザ
ふれあいホール

八重山民謡研究会 80,000

創立30周年記念　女声合唱団木声会演奏
会～信長貴富委嘱作品初演、客演ピアノ寺
島陸也～

2017/10/20（金）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

女声合唱団木声会 80,000

国際友好和太鼓祭りVol.3 2017/10/22（日） 宮城学院女子大学「大学講堂」 加茂綱村太鼓 100,000

あっとほ～むコンサート
～時を越え　変わらぬ想いを歌にのせて～

2017/10/28（土）
宮城野区文化センター
パトナホール

女声合唱団　コーロ・リエート 50,000

混声合唱団　若草　第7回定期コンサート 2017/10/28（土）
太白区文化センター
楽楽楽ホール

混声合唱団　若草 20,000

山川充ピアノリサイタル 2017/11/4（土）
宮城野区文化センター
パトナホール

山川　充 20,000

仙台サクソフォンアンサンブル
30周年記念演奏会

2017/11/19（日）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

仙台サクソフォンアンサンブル 90,000

Pianist X Pianist = ? 2017/11/22（水）
仙台銀行ホールイズミティ21
小ホール

ピアノデュオ・リブラ　文京華、三又
瑛子

200,000

東北大学学友会男声合唱団
第65回定期演奏会

2017/11/23（木）
東北大学百周年記念会館
川内萩ホール

東北大学学友会男声合唱団 20,000

0才からのジャズコンサート 2017/11/28（火）
エルパーク仙台
スタジオホール

オフィスヨコタ 80,000

NKH仙台少年少女合唱隊　第58回演奏会 2017/12/3（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 70,000

第35回「メサイア」演奏会 2017/12/9（土）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

メサイアを歌う会 90,000

東北大学混声合唱団　第58回定期演奏会 2017/12/10（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

東北大学学友会マンドリン楽部
第52回定期演奏会

2017/12/17（日）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

東北大学学友会マンドリン楽部 50,000

第40回定期演奏会 2017/12/25（月） 東京エレクトロンホール宮城 東北福祉大学吹奏楽部 20,000

アテスウエイスペシャルコンサート
ピアノコンチェルトの饗宴vol.2

2017/12/28（木）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

マーベラス・スタジオ 50,000



The Premiere Vol.4　歌の誕生日
～新進作曲家による新作コンサート

2018/1/8（月）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

「歌の誕生日」コンサート実行委員
会

300,000

夢のコラボ　ファンタスティックvol.1 2018/1/22（月）
仙台銀行ホールイズミティ21
小ホール

マーベラス・スタジオ 40,000

Orchestre de Sendai　第15回記念定期演奏
会

2018/2/10（土）
日立システムズホール仙台
コンサートホール

Orchestre de Sendai 40,000

第44回むさしの会演奏会 2018/3/18（日）
戦災復興記念館
記念ホール

武蔵野音楽大学同窓会宮城県支
部

20,000

山口真広ピアノリサイタル 2018/3/25（日）
宮城野区文化センター
パトナホール

Studio ハーモニー 20,000

レクチャーコンサート
「私たちを支えた音楽～復興への誓い」

2018/2/25（日）
エル・パーク仙台
ギャラリーホール

ヴォーカル・アンサンブル
「コンソート・リアス」（混声合唱団）

90,000

合唱団けやき創立10周年記念　第8回演奏
会

2018/4/1（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

合唱団けやき 40,000

BEPOP EXPRESS vol.2～サックスプレイ
ヤー熊谷駿と熱き音楽家達とのジャズカン
バセーション～

2018/7/22（日） 仙台復興記念館　記念ホール Music Office Bop Wind 90,000

【舞台】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

俳優養成演劇ワークショップ「舞台の入口」
2017/10月

～3月
せんだい演劇10-BOXほか（予定） 演劇企画集団LondonPANDA 90,000

劇団短距離男道ミサイル23発目
「走れタカシ～僕が福島まで走った～」

2017/10/6（金）
～11/23（木）

仙台、石巻、栗原、西和賀、盛岡、
八戸、五所川原ほか（予定）

劇団　短距離男道ミサイル 860,000

演劇「人魚の骨／Fall Into The Sky」
2017/10/8（日）

～9（月）
クォータースタジオ みちるCafé 30,000

Stories～他愛ない話のオムニバス2018・春
～うめももさくら

2017/10/18（水）
～2018/3/10（土）

せんだい演劇工房10-BOX　box1,2 鳥屋 40,000

子どもシアター2017
2017/10/21（土）

～29（日）
エル・パーク仙台、仙台市、多賀城
市、石巻市、岩沼市

特定非営利活動法人
みやぎ県子ども・おやこ劇場

140,000

劇団麦　第104回公演「森のミラージュ」
2017/10/21（土）

～22（日）
宮城野区文化センター
パトナシアター

劇団　麦 40,000

「ふいご少年と煙玉少女」東北ツアー仙台公
演

2017/10/24（火） せんだい演劇工房10-BOX 金沢舞踏館 140,000

ダンスと演劇の未来を考えるワークショップ 2017/10/28（土） せんだい演劇工房10-BOX 中村大地 80,000

演劇企画集団LondonPANDA vol.11.0&11.5
『タイトル未定』

2017/11/1（水）
～12（日）

仙台：イベント倉庫「ハトの家」、石
巻：日活パール劇場（予定）

演劇企画集団LondonPANDA 400,000

ウィンド・プレゼンツ「HAPPINESS WIND!」 2017/11/19（日）
宮城野区文化センター
パトナシアター

劇団ウィンド・カンパニー 20,000

～クリスマスの贈り物～　ハイパーウィンド
仙台バレエコンサート「くるみ割り人形」vol.2

2017/12/2（土）
～3（日）

エルパーク仙台
ギャラリーホール

ハイパーウィンド仙台 90,000

鳥屋のらく゜ご 2017/12/10（日） せんだい演劇工房能-BOX 鳥屋 40,000

モレーナフラメンコスタジオ20周年公演 2017/12/16（土） 電力ホール モレーナフラメンコスタジオ 40,000

Progressive TOHOKU Project
『いのちとち（仮題）』

2017/12/22（金）
～2018/1/15（月）

若葉町ウォーフ（横浜）、せんだい
演劇工房10-BOX、他一ヶ所（弘前
を予定）

Progressive TOHOKU Project
 実行委員会

420,000

エイチエムピ―シアターカンパニー〈現代日
本演劇のルーツ4〉「四谷怪談～雪ノ向コウ
ニ見タ夢」

2018/1/5（金）
～9（火）

せんだい演劇工房10-BOX 一般社団法人　HMP 130,000

第13回　ダンス・コンペティション イン 仙台
2018

2018/2/10（土）
～11（日）

多賀城市文化センター　大ホール DCS実行委員会 60,000



仙台シアターラボ『それでも海に向かう』
2018/2/10（土）

～12（月）
宮城野区中央市民センター　和室1 仙台シアターラボ 50,000

劇団　丸福ボンバーズ第九回公演
「A Piece Of Cake!（仮）」

2018/2/24（土）
～25（日）

せんだい演劇工房10-BOX boxes Inc. 260,000

すんぷちょフラットシアターシリーズ「ちいさ
なうみ」巡演事業

2017/10/2（月）
～2018/3/24（土）

（未）山元町公民館、松島観光交流
館、石巻市、仙台市ほか

NPO法人アートワークショップすん
ぷちょ

400,000

仙台シアターラボ 出張演劇ワークショップ
2017/10/2（月）

～2018/9/24（月）
（未）名取市民活動支援センター、
三桜高校、東北大学ほか

仙台シアターラボ 20,000

【展示】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

学生対象公募展　星・地球展
2017/10/28（土）

～11/1（水）
せんだいメディアテーク
5Fギャラリー

仙台美術協会 30,000

仙台写真月間2017
2017/10/31（火）

～11/26（日）
仙台アーティストランプレイスA及び
Bほか

仙台写真月間2017 260,000

第67回　新現美術協会展
2017/12/15（金）

～20（水）
せんだいメディアテーク
5Fギャラリー

新現美術協会 50,000

せんだいまち力ミュージアムvol.9
2018/3/2（金）

～14（水）
市内約18カ所のお店とギャラリー
（予定）

せんだいまち力ミュージアム実行
委員会

60,000

宮城県民芸協会50周年記念―東北の手仕
事の現在展・手仕事ワークショップ―

2018/5/3（木）
～20（日）

仙台市博物館　ギャラリー 宮城県民芸協会 500,000

第3回　つむぎのとき写真展「七年目の春」
2018/4/25（水）

～30（月）
（未）東北電力グリーンプラザ Re:PHOTO 30,000

【その他】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

舞台のうえにみえるもの～パパ・タラフマラ
の軌跡にみる舞台芸術～　vol.10ワーク
ショップと上映会

2017/10/13（金）
～14（土）

日立システムズホール仙台
会議室3・エッグホール

舞台のうえにみえるもの・パパ・タラ
フマラの軌跡にみる舞台芸術実行
委員会

40,000

①おはなしクローバーのお話会
②斎藤惇夫氏講演会

2017/10/15（日）
東北大学百周年記念会館
川内萩ホール　会議室

おはなしクローバー 150,000

希望の鐘～詩と音楽と写真と～ 2017/11/23（木）
せんだいメディアテーク
スタジオシアター

朗読サロン　虹の街 30,000

カナザワ映画祭by仙台
2017/11/23（木）

～26（日）
仙台桜井薬局セントラルホール 一般社団法人　映画の会 370,000

伊達政宗生誕450年記念
管弦劇上映会「天の赦すところ」他

2018/1/8（月）
～14（日）

桜井薬局セントラルホール
一般社団法人
ふるさとの物語制作委員会

50,000

日本映画の監督デビュー作まつり　第二弾
2018/2/20（火）

～24（土）
せんだいメディアテーク、
サポートセンター（予定）

せんだい映画村 320,000

「増補新版　仙台藩の戊辰戦争　先人たち
の戦いと維新の人物録」上・下二巻

2018/4/1（日） - 木村紀夫 350,000


