
第23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

「子どもに音楽を」による子ども達への演奏
会

2018/4/1（日）
～2019/3/31（日）

（予定）仙台市内小学校及び中学
校

特定非営利活動法人子どもに音楽
を

30,000

女声合唱団パパラチア20周年記念　第10回
コンサート

2018/4/21（土）
太白区文化センター　楽楽楽ホー
ル

女声合唱団パパラチア 20,000

ロザリオのソナタvol.3 2018/4/22（日） カトリック北仙台協会 イビツナシンジュノ会 20,000

仙台放送合唱団創立75記念　第55回定期
演奏会

2018/4/22（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

仙台放送合唱団 50,000

Spring Concert～輝く日を仰ぐ時～ 2018/4/30（月） 仙台復興記念館　記念ホール 早坂知子 70,000

エマイユ・フィルハーモニック第13回定期演
奏会

2018/5/27（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

エマイユ・フィルハーモニック 50,000

復興の詩～おもいでプロジェクト～
2018/5月

～2019/3月
（予定）藤崎前、アエル、多賀城市
民センター、宮城県内の学校等

復興の詩プロジェクト実行委員会 160,000

斎藤幸恵フルートリサイタル
2018/6/1（金）

～7/1（日）

太白区文化センター楽楽楽ホー
ル、村松楽器新宿店村松ホール
（東京）

音楽同人カンタービレ 20,000

フィルハーモニア・ウインド・オーケストラ　第
17回定期演奏会

2018/6/10（日） 若林区文化センター　ホール
フィルハーモニア・ウインド・オーケ
ストラ

50,000

第2回STECミュージックキャンプ
2018/6/16（土）

～17（日）
エスポールみやぎ

STEC（Sendai Tuba Euphonium
Conference）

20,000

仙台市民交響楽団第78回定期演奏会 2018/6/17（日）
仙台銀行ホールイズミティ21　大
ホール

仙台市民交響楽団 40,000

第46回宮城県おかあさん合唱祭 2018/6/17（日）
多賀城市文化センター　多賀城市
民会館大ホール

宮城県おかあさん合唱連盟 40,000

第19回ハーモニーコンサートinひろせ 2018/6/23（土） 広瀬文化センターホール ひろせ合唱の会 20,000

合唱団パリンカ第26回定期演奏会 2018/6/24（日）
東北大学百周年記念会館　川内萩
ホール

合唱団パリンカ 100,000

2018.vol.18 JAZZ PROMENADE in SENDAI
2018/6/30（土）

～7/1（日）
勾当台公園

JAZZ PROMENADE in SENDAI実
行委員会

180,000

ベートーヴェンチクルスvol.Ⅷ福原佳三ピア
ノリサイタル

2018/7/1（日）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

福原佳三 20,000

仙台ピアノデュオの会会員による第19回
デュオコンサート　私のお気に入りvol.2

2018/7/25（水）
仙台銀行ホールイズミティ21　小
ホール

仙台ピアノデュオの会 20,000

＊.JSEM 2018/8/11（土） エルパーク仙台　スタジオホール 日本電子音楽協会 40,000

ヤングコンポーザーコンサートin東北2018 2018/8/19（日） 名取市文化会館　中ホール
ヤングコンポーザーコンサートin東
北実行委員会

250,000

真夏の夜のジャズ・イン・仙台2018 2018/8/24（金） 戦災復興記念館　記念ホール
「真夏の夜のジャズ・イン・仙台」実
行委員会

20,000

絶頂vol.1 2018/9月
（予定）エルパーク仙台　スタジオ
ホール

絶頂 40,000

第14回仙台フルートコンクール
2018/10/11（木）

～14日（日）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

仙台フルートコンクール実行委員
会

50,000

3・11祈りのコンサート 2019/3/11（月） 電力ホール 3.11祈りのコンサート実行委員会 100,000



【舞台】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

演劇企画集団LondonPANDA　vol.13「平穏
に不協和音が」

2018/4/1（日）
～4/6（金）

小劇場楽園（東京）、宮城野区文化
センターパトナシアター

演劇企画集団LondonPANDA 200,000

劇団ファットブルーム公演「ミサイル～あなた
ならどうする～」

2018/4/1（日）
～9/2（日）

クォータースタジオ
障害者社会参加劇団　劇団ファット
ブルーム

20,000

プロジェクトAnne
2018/4/1（日）

～2019/1/20（土）
能-BOX、火星の庭（仙台）、カフェ
α（塩釜）、ROUTE66（亘理）

鳥屋 30,000

熊谷和徳Presents Tap Dance Art Project
～TAP the FUTURE in Sendai～

2018/4/1（日）
～2019/3/31（日）

日立システムズホール仙台　練習
室4、練習室1、ビデオスタジオ

熊谷和徳TAP the FUTURE in
SENDAI実行委員会

730,000

せんだい月いちワークショップ　2018シーズ
ン

2018/4/1（日）
～2019/3/31（日）

（予定）せんだい演劇工房10-BOX C.T.T.sendai 120,000

劇団短距離男道ミサイル24発目「母さん、た
ぶん俺ら、人間失格だわ」劇団初の全国ツ
アー♨日本全国武者修行編

2018/4/5（木）
～30（月）

（予定）エルパーク仙台、ナビロフト
（名古屋）、枝光本町アイアンシア
ター（北九州）、in→dependent
theatre 2nd（大阪）、扇谷記念スタ
ジオ・シアターZOO（北海道）、BUoY
北千住アートセンター（東京）

劇団短距離男道ミサイル 590,000

第25回記念　春のおどり 2018/4/6（金）
仙台銀行ホールイズミティ21　小
ホール

仙台市泉舞踊連盟 20,000

Requiem三部作「海月と花火」「前夜」「ニライ
カナイの風」ツアー

2018/4/8（日）
～6/3（日）

（予定）クォータースタジオ、女川ま
ちなか交流館、フローラSAGAE（山
形）、ちず屋二階（新潟）

Whiteプロジェクト 30,000

HANAIKE
2018/4/20（金）

～21（土）
能-BOX HANAIKE実行委員会 70,000

岩渕貞太　ソロ・ダンス2018「missing link」仙
台公演

2018/4/21（土）
～22（日）

せんだい演劇工房10-BOX 岩渕貞太　身体地図 130,000

分かり易くて楽しい！日本と韓国の伝統音
楽祭

2018/4/28（土）
太白区文化センター　楽楽楽ホー
ル

社団法人韓国国楽協会日本仙台
支部

50,000

俳優養成演劇ワークショップ「舞台の入口」
2018/4月

～9月
（予定）せんだい演劇工房10-BOX 演劇企画集団LondonPANDA 100,000

プロデュース公演「桃魏伝～やまと、真秀ろ
ば～」

2018/5/12（土）
～13（日）

エルパーク仙台　ギャラリーホール 劇団十三星座 70,000

ダンス幼稚園～いろいろなダンスとの出会
い～

2018/5/19（土）
～2019/2/22（金）

こひつじ学園向山こども園（仙台）、
北町保育所（南相馬）、吉浜こども
園（大船渡）、うぐいす保育園（八
戸）

一般社団法人アーツグラウンド東
北

200,000

ニュートン祭り「モアレ　映画と気晴らし」
2018/5/25（金）

～26（土）
エルパーク仙台　ギャラリーホール ニュートン祭り実行委員会 200,000

演劇「Memories」
2018/5/26（土）

～27（日）
クォータースタジオ みちるCafé 30,000

【墨象】墨打ち芸術行為パフォーマンス 2018/5/27（日）
仙台市市民活動サポートセンター
市民活動シアター

スターロードアジアプランニング 100,000

鳥屋のらく°ご
2018/6/2（土）

～3（日）
能-BOX 鳥屋 20,000

仙台シアターラボ　シア・トリエ　合同公演
「Fukushima Meets Miyagi Folklore Project
（仮）」

2018/6/9（土）
～2019/1/27（日）

（一部未）中本誠司現代美術館東
館（仙台）、シア・トリエ　アトリエ（福
島）

仙台シアターラボ 130,000

から研ダンスフェスvol.1
2018/6/16（土）

～17（日）
せんだいメディアテーク　オープンス
クエア

からだとメディア研究室 100,000

「あの夏の絵」上演会 2018/7/6（金） 福祉プラザ　ふれあいホール 「あの夏の絵」上演実行委員会 20,000

劇団新人類人猿仙台公演「人や銀河や修羅
や海胆は」

2018/7/14（土）
～15（日）

せんだい演劇工房10-BOX　box-
1、box-2

劇団新人類人猿 180,000

劇団子供鉅人「真夜中の虹」仙台公演
2018/7/18（水）

～22（日）
せんだい演劇工房10-BOX boxes Inc. 110,000



インクルーシブダンス「わたしとわたしのイエ
イエ」「その先の向こうへ」上演事業

2018/7/28（土）
～29（日）

福祉プラザ　ふれあいホール NPO法人みやぎダンス 240,000

SCSミュージカル研究所公演　ミュージカル
「伊達政宗（仮題）」

2018/7/28（土）
～29（日）

電力ホール SCSミュージカル研究所 70,000

創作舞踊「心の伏流水」 2018/7/29（日）
宮城野区文化センター　パトナシア
ター

佐取純子モダンバレエスタジオ 30,000

劇団「鼠」旗揚げ準備公演「かいこひめ」
2018/8/3（金）

～5（日）
（予定）せんだい演劇工房10-BOX 劇団鼠 60,000

SENDAI座☆プロジェクト2018「十二人の怒
れる男」

2018/8/8（水）
～11/11（日）

（予定）東京、仙台、白河、福島、川
西、盛岡、石巻、尼崎

一般社団法人SENDAI座プロジェク
ト

1,060,000

「伊達の劇王」および「東北劇の陣」演劇コン
クール

2018/8/10（金）
～10/8（月）

（予定）せんだい演劇工房10-BOX
一般社団法人日本劇作家協会東
北支部「東北劇の陣」実行委員会

90,000

TOHOKU Roots Project 音楽の時間「イー
ハトーヴの途中」仙台公演

2018/8/24（金）
～25（土）

カフェモーツァルトアトリエ
一般社団法人東北ルーツプロジェ
クト

30,000

仙台シニア劇団第8回定期公演
2018/10/19（金）

～21（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

第9回　能への誘い 2018/12/4（火）
日立システムズホール仙台　シア
ターホール

株式会社寛松能 50,000

ここは出口ではない
2018/12/14（金）

～26（水）
（予定）せんだい演劇工房10-
BOX、STスポット（横浜）

屋根裏ハイツ 240,000

島地保武・酒井はな（アルトノイ）新作公演
「async」

2019/1/12（土）
（予定）日立システムズホール仙台
シアターホール

トータルアート株式会社 120,000

【展示】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

仙台藝術舎／creek
2018/5/1（火）

～2019/3/30（日）
（予定）ギャラリー　ターンアラウンド
他

仙台藝術舎／creek 240,000

仮称　アーティストインレジデンスとはなに
か。

2018/6/1（火）
～9/10（日）

（予定）ギャラリー　ターンアラウンド
他

ターンアラウンド 150,000

版画みやぎ2018
2018/7/6（金）

～11（水）
せんだいメディアテーク　ギャラリー
c

版画みやぎ 40,000

第41回仙台の四季を描く絵画展
2018/7/27（金）

～8/1（水）
せんだいメディアテーク　ギャラリー
c

仙台の四季を描く絵の会 30,000

第4回Art to You！東北障がい者芸術公募
展

2018/8/10（金）
～12（日）

せんだいメディアテーク　オープンス
クエア、5Fギャラリー

公益社団法人東北障がい者芸術
支援機構

50,000

第21回加川広重巨大水彩展　巨大画で描
かれる東日本大震災4「気仙沼」

2018/8/17（金）
～21（火）

（予定）せんだいメディアテーク
オープンスクエア

加川広重 140,000

第26回宮城独立美術展
2018/8/24（金）

～29（水）
せんだいメディアテーク　ギャラリー
c

宮城独立美術の会 20,000

チャレンイド“あーと展”ストレート・センス・イ
マジネーション・アート～僕は僕の創りたいも
のをつくる。そしてNYへ発表する～「創造の
森」Vol.7

2018/9/12（水）
～14（金）

（予定）せんだいメディアテーク
オープンスクエア

NPO法人あなたの街の三河やさん 40,000

第17回仙台作品展示会
2018/9/14（金）

～17（月）
（予定）仙台市福祉プラザ　展示ロ
ビー

パレットkty第17回仙台作品展示会 60,000

せんだい21アンデパンダン展2018
2018/9/25（火）

～10/7（日）
（予定）市内ギャラリー5カ所他

せんだい21アンデパンダン展実行
委員会

330,000

【その他】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

仙台郷土研究会 2018/7月 - 仙台郷土研究会 100,000



きむらとしろうじんじん野点＠仙台実行委員
会

2018/5月
～10月

（予定）仙台市内公園または街頭
きむらとしろうじんじん野点＠仙台
実行委員会

160,000

ヒロシマ「」継ぐ展実行委員会
2018/8/10（金）

～15（水）
せんだいメディアテーク　ギャラリー
c

ヒロシマ「」継ぐ展実行委員会 160,000

せんだい映画村 2018/8/19（日）
（予定）せんだいメディアテーク
オープンスクエア

せんだい映画村 90,000

ART23
2018/8/25（土）

～26（日）
（予定）青葉の風テラス ART23 20,000

Book! Book! Sendai 2018実行委員会 2018/9月
新寺こみち市・新寺五丁目公演～
新寺小路緑道

Book! Book! Sendai 2018実行委員
会

70,000

一般社団法人アーツグラウンド東北 2018/12/12（水）
（予定）せんだいメディアテーク
オープンスクエア

一般社団法人アーツグラウンド東
北

160,000


