
第25回支援・助成・協力事業 平成31年4月1日時点

【音楽】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

仙台放送合唱団　第56回定期演奏会 2019/4/14（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 90,000

復興の詩～おもいでプロジェクト～
2019/5月

～2020/3月
県内災害公営住宅、アエル、多賀城
市文化センター、宮城県内の学校等

復興の詩プロジェクト実行委員会 210,000

山元康生・海鋒美由紀デュオリサイタル 2019/5/1（火）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

海鋒美由紀 20,000

フィルハーモニア・ウィンド・オーケストラ　第
18回定期演奏会

2019/5/12（日）
仙台銀行ホールイズミティ21　小
ホール

フィルハーモニア・ウィンド・オーケ
ストラ

40,000

小林郁ピアノリサイタルvol.8　水の音楽と祈り 2019/5/21（火）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

小林 郁 20,000

髙橋麻子企画　音楽の旅　第13弾 2019/5/24（金） 戦災復興記念館　記念ホール 髙橋 麻子 40,000

第47回　宮城県おかあさん合唱祭 2019/6/16（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 100,000

第20回ハーモニーコンサートinひろせ 2019/6/22（土） 広瀬文化センター　ホール ひろせ合唱の会 50,000

仙台市民交響楽団　創立50周年記念　サ
マーコンサート（仮）

2019/6/29（土）
東北大学百周年記念会館　川内萩
ホール

仙台市民交響楽団 90,000

2019.vol19 JAZZ PROMENADE in SENDAI
2019/6/29（土）

～30（日）
勾当台公園全域

JAZZ PROMENADE in SENDAI実行委
員会

190,000

ヤングコンポ―ザーコンサートコンサートin東
北2019

2019/6/29（土）
～2019/8/18（日）

山野楽器仙台店ピアノフロア、太白
区文化センター　楽楽楽ホール

ヤングコンポーザーコンサートin東
北実行委員会

260,000

合唱団パリンカ　第27回定期演奏会 2019/6/30（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 150,000

第二回　絶頂 2019/8/17（土）
宮城野区文化センター　パトナシア
ター

絶頂 120,000

打音座プレゼンツ　マリンバファンタジー 2019/8/17（土）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

打音座 20,000

仙台ピアノデュオの会会員による第20回記念
コンサート

2019/8/18（土）
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 70,000

仙台ジィングフェライン合唱団　第20回 2019/8/31（土）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

仙台ジィングフェライン合唱団 30,000

ひかり・愛・あなた～シャンソン映画音楽の調
べとともに　伊藤佐知子リサイタルⅤ

2019/9/2（月） 仙台市民会館　小ホール
伊藤佐知子コンサート実行委員会
Sea白い風

130,000

女声合唱団　仙台NFCコンサートvol.19 2019/9/7（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

小山あずさ×永井桜　デュオリサイタル
2019/9/18（水）

～29（日）

仙台銀行ホールイズミティ21　小
ホール、5/R（愛知県）、ソノリウム
（東京都）

小山 あずさ 60,000

「大いなる秋田」第3回仙台公演 2019/9/21（土）
日立システムズホール仙台　コン
サートホール

仙台秋田吹奏楽団 70,000

ENSEMBLE SENDAI 2nd concert 2019/10/13（日）
仙台銀行ホールイズミティ21　小
ホール

ENSEMBLE SENDAI 30,000

Pianist X Pianist = ? ～Vol.2～ 2019/10/27（日）
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）

220,000

コンソート・リアス　第2回演奏会「未来への挑
戦」

2019/11/15（金）
太白区文化センター　楽楽楽ホール
（予定）

コンソート・リアス 160,000

しかしMPがたりない　第10回演奏会 2019/12/22（日）
東北大学百周年記念会館　川内萩
ホール

ゲーム音楽吹奏楽団「しかしMPが
たりない」

90,000

日本オーストリア友好150周年記念公式コン
サート　ウィーン・ラズモフスキー弦楽四重奏
団仙台公演

2019/12/6（金）
宮城野区文化センター　パトナホー
ル

ウィーン・ラズモフスキー弦楽四重
奏団仙台公演実行委員会

120,000



東北大学混声合唱団　創立60周年記念　特
別演奏会

2020/2/23（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　創立60周年
記念事業実行委員会

200,000

第十四回仙台邦楽名曲演奏会 2020/3/1（日） 仙台市民会館　小ホール 仙台邦楽名曲演奏會 440,000

3・11祈りのコンサート 2020/3/11（水） 電力ホール（仙台市青葉区） 3・11祈りのコンサート実行委員会 160,000

【舞台】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

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

2019/4/1（月）
～2020/3/31（火）

日立システムズホール仙台ほか
熊谷和徳TAP the FUTURE in
SENDAI実行委員会

780,000

「蛇田物語～あの町を探して」石巻公演
2019/4/1（月）

～
2019/11/30（土）

石巻観慶丸（予定） 劇団ファットブルーム 70,000

ダンスワークショップ「オドリノタネ」
2019/4/6（土）

～2020/3/7（土）
せんだい演劇工房10-BOX（予定）

NPO法人アートワークショップすん
ぷちょ

100,000

演劇ワークショップ　mizuyari（仮称）
2019/4/20（土）

～9/28（土）
せんだい演劇工房10-BOX　box2,3
（予定）

仙台演劇研究舎（仮） 130,000

演劇ユニット石川組　第1回公演「隣の人々
静かな駅」

2019/5/10（金）
～12（日）

せんだい演劇工房10-BOX　box1 演劇ユニット石川組 130,000

演劇企画集団LondonPANDAリーディング公
演「青葉繁れる」

2019/5/11（土）
～12（日）

アートスペースYOUTO、川西町フレ
ンドリープラザ（山形）

演劇企画集団LondonPANDA 190,000

劇魂伝承「Verte ―一秒間に、四文字で伝え
られない想い―」

2019/5/11（土）
～18（日）

クォータースタジオ（仙台市青葉区） Gin's Bar 50,000

アメリカンダンスランチ第7回定期公演 2019/5/19（日） 仙台市福祉プラザ アメリカンダンスランチ 30,000

演劇ユニット言言　第5回公演　「東京裁判」
2019/5/24（金）

～26（日）
せんだい演劇工房10-BOX　box1 演劇ユニット言言（ことこと） 230,000

Atoa.フェスティバル 2019 in 女川 2019/5/26（日） シ―パルピア女川 敷地内（予定） Atoa. 190,000

仙台シアターラボ　シア・トリエ　合同公演
「Fukushima Meets Miyagi Folklore Project#3
（仮）」

2019/6/14（金）
～11/24（日）

塩竃市杉村惇美術館（宮城県塩釜
市）、シア・トリエ アトリエ（福島県福
島市）（予定）

仙台シアターラボ 340,000

重力／Note「ラブ・ジャンキー」キャラバン・ク
リエーションプロジェクト

2019/6/16（日）
～23（日）

せんだい演劇工房10-BOX　box1 重力／Note 310,000

すんぷちょ公演2019ダンスワークショップと
公演事業

2019/7/5（金）
～7（日）

青葉の風テラス、3.11せんだいメモ
リアル交流館（予定）

NPO法人アートワークショップすん
ぷちょ

220,000

東北物語stageⅡ第4弾「土神ときつね」
2019/7/11（木）

～10/6（日）

せんだい演劇工房10-BOX（仙台）、
ストライプハウスギャラリー（東京）、
荘銀タクト鶴岡、ウィングフィールド
（大阪）、ブリコラージュ・福島、旧観
慶丸商店（石巻）

ヨネザワギュウ事務所 490,000

イーハトーヴの旅「イーハトーヴの雪 組曲」
2019/7/13（土）

～28（日）

クォータースタジオ（仙台市青葉
区）、宮沢賢治イーハトーブ館（花
巻）、岩手アートサポートセンター
（盛岡）

Whiteプロジェクト 120,000

第2回　ART23シアター
2019/7/15（月・

祝）
能-BOX ART23 40,000

白鳥英一役者生活30年記念公演第一弾
Stories～他愛ない話のオムニバス2019～ナ
ツヤスミ

2019/7/19（金）
～21（日）

せんだい演劇工房10-BOX　box1 鳥屋 70,000

SCSミュージカル研究所公演　オリジナル
ミュージカル『エレクトリック・ドールズ』

2019/7/27（土）
～28（日）

電力ホール（仙台市青葉区） SCSミュージカル研究所 100,000

コープス「ひつじ」みちのく放牧
2019/8/5（月）

～25（日）
宮城県内4～6ヶ所（予定） boxes Inc. 320,000

創作舞踊「心の伏流水～拈華微笑～」 2019/8/12（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 20,000

悪い芝居vol.23「アイスとけるとヤバイ」
2019/8/31（土）

～9/1（日）
せんだい演劇工房10-BOX（予定） boxes Inc. 160,000

重度心身障害のある子どものための演劇公
演・病院上演

2019/10/1（火）
～31（木）

西多賀病院、つどいの家コペル、ほ
か計3ヶ所

NPO法人アートワークショップすん
ぷちょ

300,000



黒白の浦島・多賀　永遠の祈り 2019/10/6（日） 多賀城市文化センター 中川雅寛 40,000

第10回　能への誘い 2019/11/12（火） 仙台市民会館　小ホール （株）寛松能 70,000

TOHOKU Roots Project「煙が目にしみる」
2020/3/21（土）

～22（日）
日立システムズホール仙台　シア
ターホール（予定）

一般社団法人東北ルーツプロジェ
クト

180,000

【展示】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

仙台藝術舎／creek　第4期
2019/4/1（月）

～
2020/3/31（火）

Gallery TURNAROUND、スタジオ開
墾（仙台市若林区卸町）、大手町集
会所等

仙台藝術舎／creek 290,000

みやぎアートシンギュラリティ／miyagi art
singularity

2019/4/9（火）
～12/29（日）

Gallery TURNAROUND ターンアラウンド 100,000

版画みやぎ-2019
2019/7/12（金）

～17（水）
せんだいメディアテーク　5fギャラ
リーc

版画みやぎ 40,000

第42回仙台の四季を描く絵画展
2019/7/26（金）

～31（水）
せんだいメディアテーク　5fギャラ
リーa

仙台の四季を描く絵の会 30,000

第27回　宮城独立美術展
2019/8/24（土）

～28（水）
せんだいメディアテーク　5fギャラ
リーa

宮城独立美術の会 20,000

第18回仙台作品展示会
2019/9/27（金）

～30（月）
仙台市福祉プラザ パレットkty第18回仙台作品展示会 90,000

せんだい21アンデパンダン展2019
2019/9/24（火）

～10/6（日）

ターンアラウンド、SARP、ギャラリー
エチゴ、ギャラリーチフリグリ、中本
誠司現代美術館、スタジオ開墾、の
りっぱ、他パフォーマンス会場

せんだい21アンデパンダン展実行
委員会

540,000

Art to You!第5回東北障がい者芸術全国公
募展

2019/10/17（木）
～20（日）

せんだいメディアテーク　1fオープン
スクエア

公益社団法人東北障がい者芸術支
援機構

140,000

【その他】

事業名 開催日 会場 主催 助成内定金額

鶏塚伝説のなぞを探る～大型紙芝居を皆で
作ろう～

2019/4/1（月）
～9/7（土）

仙台市太白区長町 長町まざらいん 30,000


