第24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

第38回「日本の調べ」演奏会

2018/10/6（土）

仙台銀行ホールイズミティ21 小
ホール

操春会

60,000

第7回 定禅寺シャンソンフェスティバル

2018/10/6（土）

せんだいメディアテーク 1F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

30,000

民話の音色

遠野みらい創りカレッジ、ドリームパ
2018/10/7（日）
民話の音色 実行委員会
ル大ホール、宮城野区文化セン
～9（火）
ターパトナホール

本間雅夫の音楽'18～没後10年を記念して
～

2018/10/14（日）

仙台市シルバーセンター 交流ホー
〈本間雅夫の音楽'18〉プロジェクト
ル

マリアベルハーモニー9thコンサート～時間
と瞬間を紡いで～

2018/10/20（土）

太白区文化センター 楽楽楽ホー
ル

マリアベルハーモニー

20,000

合唱団コール・ユーベル第30回記念定期演
奏会

2018/10/21（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

50,000

第33回定期演奏会

2018/10/21（日）

宮城野区文化センター パトナホー 仙台サクソフォンアンサンブルクラ
ル
ブ

第17回仙台ゴスペル・フェスティバル及びゴ
フェス：仙台市中心部（屋外全10会
2018/11/9（金）
仙台ゴスペル・フェスティバル実行
スペルワークショップ（Woman's Gospel Work
場）、WS：元鍛冶丁公演、エル・
～10（土）
委員会
Shop）の開催
パーク仙台
仙台吹奏楽団創立50周年記念 第69回定
仙台銀行ホールイズミティ21 大
2018/11/18（日）
仙台吹奏楽団
期演奏会「杜の都のちょっとくだけた音楽
ホール
会」

210,000
100,000

20,000
430,000
60,000

Tohoku Baroque Ensemble 415

2018/11/19（月） カトリック北仙台協会

イビツナシンジュノ会

40,000

0才からのジャズコンサート～Kuni Mikami
from New York～

2018/11/20（火） エル・パーク仙台 スタジオホール

オフィスヨコタ

仙台市民交響楽団第79回定期演奏会

2018/11/25（日）

日立システムズホール仙台 コン
サートホール

仙台市民交響楽団

NHK仙台少年少女合唱隊 第59回演奏会

2018/12/2（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

カトルカール ア・ラ・カルトコンサート（名称仮）

2018/12/8（土）

仙台市戦災復興記念館 記念ホー
カトルカール
ル

20,000

東北大学男声合唱団第66回定期演奏会

2018/12/8（土）

宮城野区文化センター パトナホー
東北大学学友会男声合唱部
ル

20,000

東北大学混声合唱団 第59回定期演奏会

2018/12/15（土）

仙台銀行ホールイズミティ21 大
ホール

東北大学学友会混声合唱部

20,000

第36回「メサイア」演奏会

2018/12/16（日） 仙台国際センター 大ホール

仙台メサイアを歌う会

80,000

東日本大震災復興応援コンサート「祈りをこ
めてpart30 in 仙台」

2018/12/18（火）

日立システムズホール仙台 交流
ホール

相澤やよい

20,000

第53回定期演奏会

2018/12/23（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

Music Office Bop Wind

60,000

100,000
50,000
110,000

BOP CASTLE Vol.2～サックスプレイヤー
熊谷駿New Year presents American Jazz
Prog～

2019/1/5（土）

シルバーセンター 交流ホール

パトリック・ガロワ&白戸美帆フルートデュオ
リサイタル

2019/1/19（土）

宮城野区文化センター パトナホー フルートデュオリサイタル実行委員
ル
会

60,000

Orchestre de Sendai第16回定期演奏会

2019/2/3（日）

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

みやぎコーラルハーモニー第13回定期演奏
会

2019/2/24（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

40,000

第45回むさしの会演奏会

2019/3/3（日）

宮城野区文化センター パトナホー 武蔵野音楽大学同窓会宮城県支
ル
部

女声合唱団木声会演奏会 ～女声合唱の
現在～

2019/3/8（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

第31回仙台パーカッショングループ演奏会

2019/3/10（日）

日立システムズホール仙台 シア
ターホール

仙台パーカッショングループ

40,000

創立60周年記念 合唱団こだま第40回定期
演奏会～復興支援～

2019/3/23（土）

太白区文化センター 楽楽楽ホー
ル

合唱団こだま

50,000

20,000
100,000

第4回語りつぐ平和と希望の音楽会～“ぞう
仙台銀行ホールイズミティ21 大
列車”が走って70年 全国つながりコンサー 2019/6/30（日）
ホール
ト～
BEBOP EXPRESS Vol.3～サックスプレイ
太白区文化センター 楽楽楽ホー
ヤー 熊谷駿presentsアメリカンジャズコンプ 2019/8/4（日）
ル
リケーション～
【舞台】
事業名

開催日

宮城のうたごえ協議会

340,000

Music Office Bop Wind

90,000

会場

主催

第8回人形劇場「徹子のお家」公演「魔法の
バイオリン」バロック音楽バージョン

人形劇場「徹子のお家」（仙台市泉
2018/10/7（日）
人形劇場「徹子のお家」
区）

仮）「ボイカル」リーディング公演vol.1

2018/10/20（土）

劇団 麦 第105回公演「同じ屋根の下」

2018/10/20（土）
エル・パーク仙台 スタジオホール
～21（日）

せんだいメディアテーク 7Fスタジオ
「ボイカル」実行委員会
シアター
劇団 麦

助成内定金額
50,000
150,000
50,000

渡部ギュウの東北物語Vol.10「税務署長の
冒険」～酒蔵のある街、旅公演～

2018/10月
～2019/3月

石巻市、仙台市、東京都、村田町、 一般社団法人SENDAI座プロジェク
庄内町
ト

380,000

俳優養成演劇ワークショップ「舞台の入口」

2018/10月
～2019/3月

せんだい演劇工房10-BOXほか（予
演劇企画集団LondonPANDA
定）

120,000

第13回公演「表に出ろいっ!」

2018/11/2（金）
せんだい演劇工房10-BOX box-1
～4（日）

劇団航海記

20,000

劇団からんこ公演 勅使河原妙子・作「いと
しい人」

2018/11/2（金） 仙台市市民活動サポートセンター
～4（日）
市民活動シアター

劇団からんこ

50,000

明治150年記念 石に刻んだ赤き心（仮題）
宮城・東京・鹿児島巡回公演

2018/11/2（金） 電力ホール、雄勝小・中学校、鹿児 一般社団法人ふるさとの物語制作
～8（木）
島県民交流センター
委員会

190,000

子どもシアター2018 人形劇団むすび座公
演

2018/11/5（月） 仙台市・岩沼市の団体貸切公演、
～12（月）
エル・パーク仙台

特定非営利活動法人 みやぎ県子
ども・おやこ劇場

150,000

劇団ピアそら！公演「流れ星」

2018/11/9（金）
エル・パーク仙台 スタジオホール
～10（土）

劇団ピアそら！

100,000

鳥屋のらく゜ご＠福島美術館

2018/11/10（土）

演劇企画集団LondonPANDA vol.14

2018/12/5（水）
せんだい演劇工房10-BOX box-1
～11（火）

「4.48 PSYCHOSIS」仙台公演

2018/12/13（木） アートスペース リュミエール（仙台
川口智子
～16（日）
市青葉区）（予定）

社会福祉法人共生福祉会 福島美
鳥屋
術館 4階会議室

SENDAI座☆プロジェクト2018冬「楽屋」

2019/2/1（金）
～3（日）

エル・パーク仙台 スタジオホール
（予定）

第14回 ダンス・コンペティション イン 仙台
2019

2019/2/23（土） 日立システムズホール仙台 シア
～24（日）
ターホール

ハイパーウィンド仙台 第6回バレエ公演
「コッペリア」全3幕

2019/5/5（日）

130,000

演劇企画集団LondonPANDA

150,000
330,000

一般社団法人SENDAI座プロジェク
ト
DCS実行委員会

180,000
80,000

仙台銀行ホールイズミティ21 大
ホール

ハイパーウィンド仙台

240,000

心鮮・てらまち・北山プロジェクト

190,000

桂文我落語会＋親子寄席

2018/11月
～2019/9月

秀林寺本堂（仙台市青葉区）

人形劇・にんぎょうげき・プロジェクト

2018/11月
～2019/9月

）輪王寺（仙台市青葉区）、仙台こど
もセンター（仙台市青葉区）、せんだ こどもとあゆむネットワーク
い3.11メモリアル交流館（予定）

180,000

【展示】
事業名

開催日

会場

主催

助成内定金額

仙台写真月間2018

2018/10/2（火）
仙台アーティストランプレイスA、B
～11/11（日）

仙台写真月間2018

180,000

せんだいまち力ミュージアム VOL.10

2019/3/1（金）
～14（木）

せんだいまち力ミュージアム実行
委員会

120,000

市内のギャラリーとお店約20カ所

（一社）創元会 北海道・東北巡回展

2018/10/12（金） せんだいメディアテーク6F ギャラ
～17（水）
リーa+b

一般社団法人 創元会

40,000

第68回 新現美術協会展

2018/12/14（金） せんだいメディアテーク5F ギャラ
～20（木）
リーa+b+c

新現美術協会

40,000

【その他】
事業名

開催日

会場
泉中央駅前広場（通称 おへそ広
場）

主催

墨祭

2018/10/8（月）

特定非営利活動法人 みんな一書

脚本家・荒井晴彦 人とシナリオ（仮題）

せんだいメディアテークおよび東京
2019/3/20（水）
エレクトロンホール宮城会議室（予 せんだい映画村
～21（木）
定）

助成内定金額
40,000
190,000

大年寺山伊達家無尽灯廟調査会

2018/10/1（月） 太白区大年寺山無尽灯廟、太白区
大年寺山伊達家無尽灯廟調査会
～2019/9/30（月） 中央市民センター

100,000

「仙台コレクション」VOL3写真集及び、写真
展（仙台コレクション2019.町の記録と記憶）

2018/10/10（水）
宮城県美術館 県民ギャラリー
～2019/4/28（日）

370,000

仙台コレクション

