りらくインフォメーション
●魅知国定席「花座」12月公演スケジュール
魅知国仙台寄席12月上席
（1日、2日：春風亭昇々 真打昇進披露公演 ）

1水
～5 日

10 金
11 土

12 日
13 月

出 演：春風亭昇々/桂翔丸/六華亭遊花/岡崎秀明/ニードル/
昔昔亭桃之助/ストロングスタイル/けんけん/バクコメ/翼/
若葉舞/清水登美
（ お囃子）
※出演者は公演により異なります。詳しくはHPをご確認ください。
時間：1日、4日、5日 ①11:00 ②14:00
2日、3日 ①14:00 ②18:30

掲 載の 情 報は 、新 型コロナウイルス感 染 症の状 況 等
により、延期・中止など変更が生じる場合があります。
あらかじめご了承ください 。
来場の際は 、会場の感染防止対策へのご協力をお願い
申し上げます。

第38回ニードルの噺
出演：ニードル
時間：19:00

第30・31回ぴろき花座ワンマンショー
出演：ぴろき
時間：①11:00 ②14:00

鯉昇一門らくご合宿 仙台キャンプ編
出演：春風亭柳若/瀧川鯉丸
（12日のみ）/瀧川鯉白
時間：12日 ①11:00 ②14:00
13日 ①14:00 ②18:30

●仙台くりはらオフィス
仙台と栗原をつなぐ「仙台くり
はらオフィス」。近年増えている
仙台圏から栗原への移住相談な
どに対応 。身近で気軽な相談窓
口として利用できる 。
相談員：栗原市定住戦略室スタッフ

天歌・竹千代の会

17 金
18 土

19 日
20 月
21 火

出演：三遊亭天歌/桂竹千代
時間：17日 ①14:00「 天歌・竹千代二人会 」
②18:30「 創作落語の会 」
18日 ①11:00「 天歌・竹千代二人会 」
②14:00「 かんたん日本古代史の落語会
～東北の英雄・アテルイ編 」

桂米福落語会
出演：桂米福/桂伸び太
（ 前座 ）
時間：①11:00 ②14:00

玉川太福浪曲会
出演：玉川太福/伊丹明
（ 曲師 ）
時間：20日 ①18:30
21日 ①14:00 ②18:30

魅知国仙台寄席12月下席
三遊亭圓雀in仙台花座2021
（25日のみ）

23 木
～27 月

［魅知国仙台寄席12月下席］
出演：三遊亭圓雀/春風亭昇市/けんけん/鼓風☆響/三遊亭美よし/
まつトミ/小田島旺響/ストロングスタイル/岡崎秀明/六華亭遊花/
若葉舞/ニードル/舩窪舞子
（ お囃子）
時間：23日、24日 ①14:00 ②18:30
25日〜27日 ①11:00 ②14:00
［三遊亭圓雀in仙台花座2021］
（25日のみ）
出演：三遊亭圓雀/春風亭昇市/小田島旺響/三遊亭美よし/
舩窪舞子
時間：18:30

アクセス：仙台市青葉区一番町4-4-23
仙台市営地下鉄「勾当台公園駅」徒歩約3分
お問合せ・WEB予約：花座事務局 TEL.022-796-0873（10:00〜17:00）
花座ホームページ https://hanaza.jp/

■開催日時／12月3日
（金）・11日
（土）・17日
（金）
11:00 ～17:00 ※事前予約制
■会場／ TAGE community
（仙台市青葉区一番町3-11-15 仙台フォーラス8F）
■問合せ／栗原市定住戦略室 TEL.0228-22-1125
※申込み・詳細は「きてみらいん くらしたい栗原 仙台くりはらオフィス」
で検索

●葬祭会館セレモール
家族で始める終活セミナー
◇第１部 10:00 〜
近年の“お墓事情”と“お墓の悩み”あれこれ
講師：お墓ディレクター（１級）
◇第２部 11:00 〜
家族が安心する私の資産の引き継ぎ方
講師：相続相談アドバイザー
※希望者にエンディングノートプレゼント

■開催日／12月13日
（月）
■参加無料
■定員／各20名
■会場／セレモール仙台
（仙台市青葉区郷六舘22-1）
■予約・問合せ／葬祭会館セレモール TEL.0120-000-761

●スイコー 老活セミナー
50代 、60代の住宅所有者向け
セミナー。安心して老後を過ごす
ために 、事例から将来の暮らし
のヒントを学ぶ 。
（国土交通省・
経済産業省後援 ＰＪ登録）
講師：澤口祐紀

■開催日時／12月11日
（土）・12日
（日）・18日
（土）・19日
（日）
①10:00 ～ ②13:00 ～ ③15:00 ～ ④17:00 ～ ※各1時間
■定員／各回1組
（完全予約制） ※オンライン受講可能 ■参加無料
■会場・予約・問合せ／スイコー一級建築士事務所
（仙台市泉区松森字陣ヶ原50-1）
TEL.0120-81-1415
（10:00 ～12:00 、13:00 ～18:00／水曜定休）
※詳しくは http://www.suikoo.jp
※やむをえない事情により、掲載の情報に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
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INFORMATION
●小次郎 ミニコンサート
すていき＆音楽の夕べ♪
毎月第3水曜日に 、クラシック 、ジャ
ズなどジャンルを超えた演奏会を開
催。12月はチェロ＆キーボード デュ
オ・コンサート 。荒城の月 、ムーン
リバー、おくりびとなどを演奏する 。
出演：増川大輔（チェロ）
須藤恵美子（ピアノ・編曲）

■開催日時／12月15日
（水） 18:00 ～ 19:00 ～ 20:00 ～
１階カウンター 40分間
■会場・問合せ／鉄板焼「すていき小次郎」
（仙台市青葉区立町15-3）
TEL.022-265-9449
※演奏チャージなし。営業時間内
（17:00 ～ 22:00）好きな時間帯に要予約

● Hawaiian Christmas Night
仙台ハワイアンバンド「SOUTH SEA J.B
BAND」によるクリスマス音楽を 、料理・
ドリンクとともに 。

●名曲のちから
オーケストラ・スタンダード Vol.26
茂木大輔プロデュース
～いつか聴いた あの音楽～
＜出演＞指揮：茂木大輔 ヴァイオリン：西本幸弘
管弦楽：仙台フィルハーモニー管弦楽団
＜演奏曲目＞
ビゼー：
「カルメン」より 第１幕への前奏曲
ドヴォルザーク：交響曲第９番「新世界より」第２楽章
チャイコフスキー：
「くるみ割り人形」組曲より
小序曲 、行進曲 、トレパーク、あし笛の踊り、花のワルツ

ほか

■開催日時／12月17日
（金） 19:00 ※開場は18:00 ～
■料金／全席指定 各回券3,000円
２公演セット券
（Vol.26・Vol.27）5,000円
※未就学児入場不可

●東日本大震災から10年を経て
明日へのコンサート
＜出演＞指揮：高関 健 ヴァイオリン：山根一仁
管弦楽：仙台フィルハーモニー管弦楽団
＜演奏曲目＞
リスト：交響詩「レ・プレリュード」
ブルッフ：ヴァイオリン協奏曲第１番 ト短調 作品26
ドヴォルザーク：交響曲第８番 ト長調 作品88

■開催日時／12月26日
（日） 15:00 ～ ※開場は14:00 ～
■料金／全席指定 3,000円 ※未就学児入場不可
■招待／東日本大震災で半壊以上の被害を受けた方先着100名
（１世帯
３名まで／未就学児不可）
。申込みは12月10日
（金）必着。詳しく
はお問合せを。

■開催日時／12月13日
（月） 19:00 ～ ※開場は18:00 ～
■料金／4,000円 ※１ドリンク、フード付き ※定員になり次第締切
■会場・予約・問合せ／ LIVE DOME STARDUST
（仙台市青葉区本町2-5-18 カルラ本町ビル4F 海鮮厨房かに政宗上階）
TEL.022-265-1139
（17:00 ～ 23:00）

■会場／日立システムズホール仙台 コンサートホール
（仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5）
■問合せ／
仙台フィルサービス TEL.022-225-3934
（平日10:00 ～18:00）
仙台市市民文化事業団 総務課 TEL.022-727-1875
（平日9:30 ～17:00）

● Mozart Matinee モーツァルトマチネ
トリオダンジュコンサートVol.4
mozart and today

●紅の蔵

ドイツとスイスで 研 鑽 を 積 み プ ロとして 活 動した３人による
ensemble coeur de roseau（アンサ
ンブル コア ドゥ ロゾー）
。モーツァルトを
中心とした楽曲を豊かな音色で紡ぎ出す。
出演：ダビット ヤジンスキー（クラリネット）
石川 晃（ファゴット）
、山岸亜貴（オーボエ）

■開催日時／12月28 日
（火） 14:00 ～
■チケット／一般2,500円
（当日3,000円） 学生1,500円
（当日2,000円）
■会場／日立システムズホール仙台 コンサートホール
（仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5）
■問合せ／マーベラススタジオ
TEL.090-2973-7958 E-mail：labmama11@yahoo.co.jp

12月～1月イベント情報

◇蔵王展
“スノーモンスター”と呼ばれる蔵王の樹氷をはじめ 、山形を代表する観光
スポット・蔵王の冬の魅力を紹介する 。
・開催期間／ 12月1日（水）～ 2022年1月16日（日） 10:00 ～ 18:00
※街なか情報館
◇12月の十日市
納 豆や 鯖 缶 、ネギなどの 山 形 の ひっぱりうどんには欠かせ な い 具 材 が
当たる「ひっぱりうどんおみくじ！」を開催 。
・開催日時／ 12月10日（金） 10:30 ～ ※中庭
・定員／先着100名

■会場・問合せ／山形まるごと館 紅の蔵
（山形県山形市十日町2-1-8）
TEL.023-679-5101

院長
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りらくインフォメーション
●小鯖 美保子

作陶展 －日々を彩る器－

使って愉しむ 、飾って愉しむ 、日々を彩
る器をテーマに 、佇まいのある器を目
標に制作している小鯖さんの作陶展 。
冬の食卓や暮らしをイメージした食器 、
花器 、ミニオブジェ等を展示予定 。

「花を愛し、色を愛し、創ることを愛する」
。
オリジナル樹脂粘土で作る花々と軽量粘土
で作るクレイケーキの世界 。

■開催期間／11月30日
（火）～12月5日
（日）
11:00 ～19:00 ※最終日は17:00まで

●いつものアクセサリー ～うるしのカケラ～
武士の刀の鞘のお洒落を由来と
する『津軽塗』を日常で楽しめる
カタチにした 、新作アクセサリー
『SUCOSI』やインテリアパネル
を展示 。
■開催期間／
12月7日
（火）～12日
（日） 11:00 ～19:00
※最終日は17:00まで

●越後 しの

KABA ピアス・ネックレス
サイズ１～２cm

■開催期間／12月8日
（水）～ 26日
（日）
10:00 ～18:00
※最終日は16:00まで
■作家滞在日／12月8日
（水）
・11日
（土）
・18日
（土）
・21日
（火）
・23日
（木）
・
26日
（日）の13:00 ～16:00
■会場／ライフスタイル・コンシェルジュ
（仙台市青葉区一番町3-11-8 2F）
■問合せ／齋藤けい子 TEL.090-8002-8618
E-mail：atelierkeikodesu@gmail.com

●画家ウエノイチロー
Happy Xmas ギャラリー
画家ウエノイチローのクリスマスギャラリー展
示。来場者にノベルティプレゼント
（数量限定）
。

個展「遊星からのメロディ」

「いつの頃からか絵の中に宇宙人が時々、現れ
るようになった」という越後さん 。彼なのか彼
女なのか？ 話しかけに行ってみては 。フロー
リストの YUKO 氏による植物と絵に彩られた
空間が訪れる人たちを歓迎してくれる。
■開催期間／
12月14日
（火）～ 26日
（日） 11:00 ～19:00
※最終日は17:00まで
※12月20日
（月）は定休日
「サビちゃん」242×333mm

●催し「2022年 我が家のお正月飾り」
ワークショップ
注連飾りに松や水引 、紙垂（しで）などの花材を一つ一つ重ねて
お正月飾りをつくる 。
※越後しの個展「遊星からのメロディ」会期中に開催

講師：高橋有子（floral design MARWIN）

■開催日時／12月18日
（土） 10:30 ～
12月20日
（月） 14:00 ～
（ワークショップのみ開催）
■定員／各回５名程度
（予約優先）
■参加費／3,800円
（材料費込） ※晩翠倶楽部会員価格3,500円
■持ち物／手拭き用タオル、工作用ハサミ、花切ハサミ
（あれば）
■申込み／晩翠画廊宛に電話・FAX・メールのいずれかで申込み 。
（名前と連絡先が必要）
■会場・問合せ／晩翠画廊
（仙台市青葉区国分町1-8-14 仙台第2協立ビル1F）
TEL.022-713-6230 FAX.022-713-6252
E-mail：bansuig@coral.ocn.ne.jp

●第９回「墨色銀河」生徒作品展
墨画家 、一関恵美さんが講師をつとめる墨画
教室（宮城 、岩手 、山形）合同の生徒作品発
表展 。

■開催期間／2022年1月12日
（水）～16日
（日）
10:00 ～18:00
※最終日は16:00まで
■会場／東北電力グリーンプラザ プラザギャラリーSOUTH
（仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル1F）
■問合せ／墨画教室 TEL.022-265-5350
（一関）
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●齋藤けい子「粘土で作る花とケーキ」

■開催期間／12月22日
（水）～ 26日
（日） 11:00 ～ 20:00
※５日間のみ営業時間延長 。通常営業時間11:00 ～18:00
※画家との対面を希望する場合、要予約
■会場／画家ウエノイチロー定禅寺ギャラリー
（仙台市青葉区春日町3-8 春日町ファインビル１F フォルクスワーゲン隣）
■問合せ／クオリティアップアローズ
（株）
TEL.022-797-3379
（平日11:00 ～18:00 火曜定休）
https://qualityupallows.com/contact/

●～没後20年記念～ 時を超える藝の軌跡
杉村 惇 作品展
没後20年の節目にあたり、杉村藝術の軌
跡を肌で感じるような作品10余点を出品 。
■開催期間／12月2日
（木）～ 21日
（火）
11:00 ～18:00
「桃」6F
※最終日は16:00まで ※水曜定休
■杉村豊氏ギャラリー在廊予定／12月18日
（土）・19日
（日） 11:00～12:00
■会場・問合せ／定禅寺通り 阿部敬四郎ギャラリー
（仙台市青葉区一番町4-10-16 一番町梅原ビル B1）
TEL.022-796-1527

●特別企画展 杉村 惇作品展
存在と空間の伝説 ～色彩の韻律～
仙台市所蔵の晩年作品や昭和18年に軍需生
産美術推進隊隊員として北海道で制作した作
品のほか 、塩竈の思い出を綴った直筆原稿等
の初展示も 。
◇関連企画：
「文化と塩竈」
（市制施行80周年企画）
講師：渡辺誠一郎氏（俳人）
・開催日時／ 12月12日
（日）13:30 ～
・会場／講習室 ・定員／ 30名（要予約） ・無料
◇関連企画：杉村豊名誉館長ギャラリートーク
「柿」F80号 1996年
・開催日時／ 12月18日
（土）13:30 ～ ※企画展示室
／仙台市所蔵
・定員／ 15名（要予約）
・要展示観覧チケッ
ト ※メンバーシップ会員・中学生以下無料

■開催期間／開催中～ 2022年1月16日
（日） 10:00 ～17:00
※入館受付は16:30まで
■月曜休館 、2022年1月11日
（火） ※2022年1月10日
（月・祝）は開館
※年末年始休館：12月28日～ 2022年1月4日
（常設展込）
／一般500円 大学生・高校生400円 中学生以下無料
■観覧料
■会場・問合せ／塩竈市杉村惇美術館
（塩竈市本町8-1）TEL.022-362-2555
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INFORMATION
●保科毅水彩画展 雪 雪 雪
３〜４年にわたって描いた 、日本の原
風景 、自身が好きな雪景色の作品を
展示 。
■開催期間／12月1日
（水）～15日
（水）

●鎌田順子 硝子絵付 個展
「いろとひかりⅡ」
グラス、キャンドルホルダー、飾り皿などのガラ
ス絵付作品を展示・販売する。
■開催期間／12月16日
（木）～ 28日
（火）

●三人展
－遠藤満里子・浅井裕子・佐藤由香－
遠藤満里子（織）、浅井裕子（陶）、佐藤由香
（フェルト）による展示・販売 。
■開催期間／11月30日
（火）～12月5日
（日）
11:00 ～16:00 ※最終日は15:00まで
■問合せ／TEL.022-273-5121
（アトリエ.KOU 遠藤）

●シャドーボックスアート ふたり展
在仙シャドーボックス作家によるふたり展 。
シャドーボックスは 、絵や写真等を複数枚使い 、
平面的な絵を立体的に仕上げていくハンドクラ
フト。3D アートの不思議な世界に出会える。
出展作家：金田節子 、矢萩朝子

■開催時間／月曜～金曜10:00 ～18:00 土曜11:00 ～18:00
※最終日は15:00まで ※日曜・祝日休廊
■会場・問合せ／カフェ＆ギャラリー ガレ
（仙台市青葉区立町21-5-101）
TEL.022-265-7063

■開催期間／12月14日
（火）～19日
（日）
11:00 ～17:00 ※最終日は16:00まで
■問合せ／ TEL.080-6023-5380
（金田）
■会場／ギャラリーSen
（仙台市青葉区国分町3-9-9 コーポキクセン1F）

●第８回定禅寺フォトコンテスト展
定禅寺通をテーマに街並みや景観 、定禅寺通りで開催される祭りやイベントの一瞬を切り取った写真を展示 。
■開催期間／12月6日
（月）～12日
（日） 10:00 ～17:00 ※最終日は16:00まで
■休館日／12月8日
（水）
■会場／東京エレクトロンホール宮城 5F 展示室
（仙台市青葉区国分町3-3-7）
■問合せ／東京エレクトロンホール宮城 TEL.022-225-8641
※やむをえない事情により、掲載の情報に変更が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
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りらくインフォメーション
●ひかり・愛・あなた
～シャンソン＆映画音楽＆クリスマスソング～
伊藤佐知子リサイタルⅥ
シャンソン歌手・伊藤佐知子さんのリサイタル 。
優雅で繊細な音色を奏でるピアニストの内山
誠さん 、ドラマティックな演奏のヴァイオリニス
ト駒込 綾さん 、モデル・ナレーター・MCとし
て活躍中のいいだりかさんを招き 、客席に華
やかなひとときを届ける。
■開催日時／ 12月3日（金） 18:10 ～ ※開場は17:30 ～
■チケッ
ト／ 3,000円
■会場／エル・パーク仙台 ギャラリーホール
（仙台市青葉区一番町4-11-1 仙台三越定禅寺通り館6F）
■問合せ／伊藤佐知子コンサート事務局 TEL.090-5839-7681

●映画「一粒の麦

荻野吟子の生涯」上映会

現役女性長編映画監督として最高齢
89歳の山田火砂子監督作 。
明治時代に女性初の医師免許を取得
した荻野吟子の生涯を描く。
キャスト：若村麻由美 、山本耕史

ほか

■開催日時／ 12月7日（火） ①10:30 ～ ②14:00 ～
■チケッ
ト／前売券1,200円 当日券1,500円
■会場／仙台銀行ホール イズミティ21（仙台市泉区泉中央2-18-1）
■問合せ／株式会社現代ぷろだくしょん TEL.03-5332-3991
https://www.gendaipro.jp/ginko/index.php

●仙台シンフォニエッタ
第46回 定期演奏会
＜プログラム＞
A.ドヴォルザーク
チェロ協奏曲 ロ短調 Op.104
J. ブラームス
交響曲第４番 ホ短調 Op.98
指揮：日比野裕幸（宮教大教授）
チェロ：吉岡知広（仙台フィル首席チェロ奏者）

■開催日時／12月12日
（日） 14:00 ～ ※開場は13:00 ～
■入場無料・全席自由
■会場／日立システムズホール仙台 コンサートホール
（仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5）
■問合せ／仙台シンフォニエッタ
（松舘忠樹） TEL.090-5230-0388

● DIVAS OF SENDAI
仙台で活躍する６人の歌姫が、仙台の音
楽界をリードし続ける演奏家総勢22名に
よる迫力ある生演奏で歌う一夜限りのコ
ンサート。
出演：Eri（池田恵利）
、NAO（ナオ）
Victoria
（ヴィクトリア）
、Judith
（ジュディス）
Kisachi（キサチ）
、Maki（宗久真紀）

■開催日時／12月16日
（木） 18:00 ～ ※開場は17:00 ～
■チケット／3,000円
（1,000席）
■会場／電力ホール
（仙台市青葉区一番町3-7-1 電力ビル7F）
■申込み・問合せ／杜の都 Cityミュージック実行委員会
TEL.090-6452-4789

※やむをえない事情により 、掲載の情報に変更が生じる場合があります 。あらかじめご了承ください 。
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