りらくインフォメーション
●60周年記念 あいあーる地域交流会
人形供養祭＆相談会
内容：
人形供養（参加無料／ 13:00から
住職による読経）
、雑貨販売（返礼
品 特 売 会 、ハンドメイド雑 貨 、生
活雑貨 、地元野菜 、手作り豆腐な
どの販売）
、会館見学（家族葬式場
展示）
、チャリティー輪投げ大会（景
品あり）
、互助会の疑問・葬儀のア
レコレ相談コーナー 他
※来場者に記念品あり
※当日入会特典あり

■開催日時／6月26日
（日） 10:00 〜14:00
■会場／セレモール仙台
（仙台市青葉区郷六字舘22-1）
■問合せ／株式会社あいあーる TEL.0120-727-838

●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

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。

●魅知国定席「花座」６月公演スケジュール
魅知国仙台寄席6月上席

1水
～5 日

出 演：桂文月/立川成幸/まつトミ/翼/神田紅希/ニードル/
大友憧山/ストロングスタイル/六華亭遊花/バクコメ/
けんけん/若葉舞/斎須祥子
（ 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、2日、4日、5日 ①11:00 ②14:00
3日 ①14:00 ②18:30

三遊亭遊三一門

10 金

出演：六華亭遊花/三遊亭遊子

11 土

出演：春風亭柳之助

12 日
13 月

遊花・遊子兄弟会
時間：①14:00 ②18:30

春風亭柳之助落語会
時間：①11:00 ②14:00

第6回 春風亭昇太一門

昇市・昇りん兄弟会

出演：春風亭昇市/春風亭昇りん
時間：12日 ①11:00 ②14:00
13日 ①14:00 ②18:30

花座漫才カーニバル
■開催日時／6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 https://www.suikoo.co.jp

●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 。

15 水
16 木
17 金
18 土
19 日

桂小南独演会
出演：桂小南

時間：①14:00 ②18:30

花座定期公演 「 ルート9shuffle 」シャッフル5
出演：春雨や晴太/昔昔亭昇/春風亭昇咲
時間：17日 ①14:00 ②18:30
18日 ①11:00 ②14:00

上方落語

鉄瓶・佐ん吉落語らいぶin仙台花座

出演：笑福亭鉄瓶/桂佐ん吉

時間：①11:00 ②14:00

金の助・栄豊満二人会

21 火
22 水

出演：三遊亭金の助/三遊亭栄豊満

25 土

出演：ニードル

時間：①14:00 ②18:30

第44回ニードルの噺
時間：11:00

魅知国仙台寄席6月下席

相談員：栗原市定住戦略室スタッフ

■開催日時／6月10日
（金）・25日
（土）
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

出演：ワッキー貝山/まつトミ/ストロングスタイル/ニードル/
万笑アバンギャルド
時間：18:30

26 日
～30 木

出演：雷門小助六/三遊亭花金/RAUMI/まつトミ/桂伸ぴん/
ニードル/小田島旺響/オーイズミ/六華亭遊花/バクコメ/
じゃんぼ/井手窪泉
（ 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：①11:00 ②14:00

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/

※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。

INFORMATION
●小次郎 ミニコンサート
すていき＆音楽の夕べ♪

●2022年
全日本スーパーフォーミュラ選手権第５戦

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 。６月
の演奏者は尺八奏者・大友憧山さん 。

国内最速フォーミュラカーレース
の選手権 、シリーズの折り返しと
なる第5戦を開催 。

■開催日時／6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

■開催日／6月18日
（土）・19日
（日）
■料金／前売観戦券
（２日間通し券）
シングル5,800円、ペア10,600円、レディース4,800円
当日入場券 土曜3,500円 、日曜7,000円
■会場／スポーツランド SUGO インターナショナル レーシングコース
（柴田郡村田町菅生6-1）
■問合せ／スポーツランド SUGO TEL.0224-83-3111

●牧山 純子
Early Summer Jazz Violin Live in Sendai

●復興への道灯り
多賀城 光のインスタレーション2022

出演：
牧山純子（ヴァイオリン）
、中嶋錠二（ピアノ）
青木大志（ベース）
、岸川雅裕（ドラム）

３年ぶりとなる多賀城跡あやめまつりの開催期間中に 、３日間
限定であやめ園一帯をライトアップ 。アヤメ 、ハナショウブ 、カ
キツバタが800種300万本植栽されている多賀城跡あやめ園で 、
幻想的な雰囲気を楽しめる 。

演奏予定曲：
Libertango（Astor Piazzolla）
シェルブールの雨傘（Michel Legrand）
Spain（Chick Corea）ほか

■開催日時／6月19日
（日） 15:30 ～
■料金／3,800円 ※ワンドリンク含む
■会場／ 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）
■問合せ／株式会社ヤマハミュージックリテイリング 仙台店
TEL.022-227-8513
（火曜を除く11:00 ～18:30）

■開催日時／6月22日
（水）～ 24日
（金） 19:00 ～ 21:00
■会場／多賀城跡あやめ園
（多賀城市市川字立石）
■問合せ／多賀城市企画経営部市民文化創造課 TEL.022-368-1141

●グリーンサム バラ祭り

●紅の蔵

京成バラ園の特選バラ苗を特別展示 。
京成バラ園のみの販売品種クードゥクー
ルやオリジナルバラ鉢も入荷予定 。

６月のイベント

◇企画展示「紅花人形と紅花」
山形を代表する花
「紅花」
の文化を紹介。江戸末期の絵師・
青山永耕が故郷の紅花栽培の情景を季節感豊かに描い
た
「紅花屏風」
を紅花人形で忠実に再現した作品を展示。
・開催期間／６月７日 ( 火 ) 〜７月１２日 ( 火 )
10:00 〜 18:00
・場所／街なか情報館
◇６月の十日市 ペーパー紅花づくり「和紙で作る山形の紅花」
和紙を使って山形の花「紅花」を一輪つくる（無料）
。
・開催日時／ 6月10日（金） ①11:00 〜 ②12:00 〜
・定員／各回８名（計16名） ・場所／中庭
・申込み／６月１日（水）10:00 〜
※電話または来館（街なか情報館）にて申込み 。定員になり次第受付終了

■開催期間／6月11日
（土）～ 26日
（日） 9:00 ～17:30
■会場・問合せ／グリーンサム
（石巻市恵み野6-4-4）
TEL.0225-96-8722
（火曜定休）

■会場・申込み・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

永井

堅

りらくインフォメーション
●〈子どもの村東北〉
支援チャリティ展
『貴方だけの花』

● HTI 写真三人展 Vol.2
樋口 徹さん 、高橋 力さん 、伊藤トオルさんの写真展 。

「花」
をテーマにした小作品の展示・販売会。
売上の一部は〈子どもの村東北〉に寄付さ
れる。

子どもの村東北 全景

参加作家：あさい ひろこ（水彩画）
、浦山 宏（木版画）
、加川広重（水彩画）
、
加藤 潤（水彩画）、菅野麻衣子（アクリル画・鉛筆画）、岸上まみ子（陶芸）、
北折 整（油彩画・水彩画）、今野裕結（ネクサス絵画）、沙織（コラージュ）、
嵯峨 卓（鍛金）、佐々木珠子（シルクスクリーン）、佐々木 勉（水彩画）、
佐々木みどり
（ガラス）
、佐藤華炎
（書）
、庄 漫
（銅版画）
、しょうじ こずえ
（布絵・
ペン画他）、丹野萩逕（書）、千田佳穂（アクリル画）、fumikoten（油彩画・
アクリル画）
、floral design MARWIN ★
（フラワーデザイン）
、まつだ さゆり
（ガラス）、椋尾立子（陶芸）、山口裕子（日本画）、大和奈緒美（日本画）、
山本重也（水彩画）
、吉田利弘（水彩画）
、渡邊 寛（油彩画）

■開催期間／5月31日
（火）～ 6月5日
（日）
※子どもの村東北 http://cvtohoku.org/

樋口 徹
「そこいらのこと」

伊藤トオル
「KUMANO その後」

■開催期間／6月14日
（火）～ 26日
（日）
11:00 ～19:30 ※最終日は17:00まで
■会場・問合せ／Gallery TURNAROUND
（仙台市青葉区大手町6-22 久光ビル1F）
TEL.022-398-6413 http://turn-around.jp

●ささきりえ展 ～ Roots ～

●サト チヒロ 水晶の絵

金属造形家 ささきりえさんの個展 。オブジェ、
インテリア 、ジュエリーなど暮らしの中で楽し
めるアートピースを展示 。

水晶をサザレ（細石）として使い 、油彩やアク
リルと組み合わせて描くサト チヒロさんの 、
地方都市では初となる個展 。大小の絵画作
品30点余りを展示・販売する。

■開催期間／開催中～ 5月30日
（月）
「お隣さん」
鉄・真鍮・銅・錫
230×100×350mm

■開催期間／6月7日
（火）～12日
（日）
「窓」油絵具 、天然水晶／ F80号／ 2018制作
¥2,400,000（税込 、額装別）

●平田恵利子 モザイク画展 Profile Line
大理石や煉瓦 、陶板などを使ったモザ
イク作品の展示会 。日常を切りとった
profile line“断面図”を柔らかく素朴な
石の風合いで表現している。
■開催期間／6月14日
（火）～19日
（日）

「すみか」40×60cm

●広瀬窯 加藤 晋 作陶展

●― 花に託す想い ―
雪ノ浦裕一陶展
岩手の風土に根付いた四季折々の生活の中
で 、土の香りのする作品づくりを目指している
雪ノ浦裕一さんの個展 。透き通る岩手の空気
と花に託す想いを込めてつくられた器と出会
える。
■開催期間／6月2日
（木）～13日
（月）

うつわ各種

■開催時間／11:00 ～18:00 ※最終日は16:00まで
■水曜定休
■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 B1F）
TEL.022-796-1527

「暮らしの中で使われて生きる器である
ように、また和やかに穏やかに暮らすお
手伝いが少しでも出来るように」との願
いが込められた 、加藤 晋さんの作品を
展示 。
■開催期間／6月21日
（火）～ 26日
（日）

高橋 力
「吐息
（といき）
」

「蛍手三島カップ＆ソーサー」

■開催時間／11:00 ～19:00 ※最終日は17:00まで
■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

●粉引の器 陶工房しゅうと展
〈真っ白 、黃味がかった白 、赤っぽい白〉
「表情のある白」が趣深い粉引きの器 。
上愛子の石を釉薬にしたカラシ色の器も
展示する。
登藤修一「粉引楕円皿」
（25cm×18cm）

■開催期間／6月21日
（火）～ 26日
（日）
11:00 ～18:00 ※最終日は16:00まで
■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）
■問合せ／ TEL.090-2981-0919
（登藤）

●ガラス展

大張貴子

ステンドグラス作家・大張貴子さんに
よるステンドグラス 、フュージングの
作品展 。
■開催期間／6月1日
（水）～10日
（金）
※6月3日
（金）は作家不在廊

●第３回ゆうゆう会絵画展
ゆっくりと趣味の水彩画を楽しむ悠友仲間が集
い 、発足した「ゆうゆう会」
３回目の展覧会 。
出展者：佐野次雄 、中村伸二 、福地一彦 、三好純太郎

■開催期間／6月16日
（木）～ 30日
（木）

■開催時間／月～金10:00 ～ 20:00 土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 ライオンズマンション西公園第2-1F）
TEL.022-265-7063
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INFORMATION
●藤谷 水城
初個展「線画と切り絵の物語」
藤谷水城さんによる切り絵とイラストの展示
販売会 。
■開催期間／6月23日
（木）～7月5日
（火）
土・日・月・祝日8:00 ～19:00 火・木・金10:30 ～19:00
■水曜定休
■会場・予約・問合せ／アートカフェRose
（仙台市青葉区春日町3-8 春日町ファインビル1F） TEL.022-797-3774

●佐々木美術館９周年芸術祭
美術館の１階と２階を使用して行われる 、
恒例の周年祭 。
出品作家：佐々木正芳 、吉田淳治 、木村 良
伊東 卓 、翁 ひろみ

佐々木正芳「ずれた思考」
1971 F100
■開催期間／開催中～ 6月26日
（日） 10:00 ～17:00
■月曜休館 ※祝日は営業 、翌日休館
■入館料／一般800円 学生400円 中学生以下無料
■会場・問合せ／秋保の杜 佐々木美術館＆人形館
（仙台市太白区秋保町境野字中原128-9） TEL.022-797-9520

●一関恵美

墨画展【PANSY】

在仙の墨画家・一関恵美さんの作品を丸善仙台
アエル店で展示中 。墨画ならではの淡いにじみか
ら、描かれた花々の色や香りを想像してみては 。
■開催期間／開催中～ 5月31日
（火） 10:00 ～ 21:00
※日曜・祝日は20:00まで ※最終日は17:00まで
■会場・問合せ／丸善仙台アエル店1F イベントスペース
（仙台市青葉区中央1-3-1） TEL.022-264-0151

●第11回どこコレ？
―おしえてください昭和のセンダイ―
昔の写真や８ミリ映像の収集 、保存をお
こなっている NPO 法人20世紀アーカイ
ブ仙台 。撮影された場所や年代が分から
ないものを展示し、情報を求める。
■開催期間／開催中～ 6月26日
（日）
9:00 ～ 22:00 ※6月23日
（木）は休館
■会場／せんだいメディアテーク7F スタジオa
（仙台市青葉区春日町2-1）
■問合せ／NPO 法人20世紀アーカイブ仙台 TEL.022-387-0656
せんだいメディアテーク TEL.022-713-4483

●杜の都の国際情勢トークライブ
なぜこんなことが起きたの！
ヨーロッパとロシアの挾間で 。
出演者：
下館和巳（東北学院大学教養学部教授）
ヨコタ＝村上孝之（大阪大学大学院言語学科准教授）
池本修一（日本大学経済学部教授）

■開催日時／6月26日
（日） 15:00 ～17:00
■入場料／2,000円
■会場／仙台サンプラザ 3Fクリスタルルーム
（仙台市宮城野区榴岡5-11-1）
■申込み・問合せ／モリビズ合同会社
TEL.022-395-8359 E-mail：moribiz.llc@gmail.com

●無可有の郷 小さな逸品展
絵画や立体など様々なジャンルの作家が
小サイズの作品を出品 。作家の技術や想
いが凝縮された逸品が集まる 。
■開催期間／6月2日
（木）～13日
（月）
富山恵美子「dream」鉛筆画φ19cm

●小野寺泰子絵画展 ～ありがとうの絵～
自分を前向きにさせてくれた絵画の世界 、
お世話になった人達へのありがとうの気持
ちを込めた絵画展 。
■開催期間／6月16日
（木）～ 27日
（月）
「無可有の郷の帰り道」F3号

■開催時間／10:30 ～17:00
■会場・問合せ／アートスペース無可有の郷
（柴田郡柴田町海老穴海老沢131）
TEL.0224-56-3584 ※駐車場15台分有

●鈴木 隆・色エンピツ画・個展
63歳から色エンピツ画を独学で始めた
鈴木隆さんの初めての展示会 。「見た
まま・感じたまま」を大切に描き続けて
いる。F4 ～ F5号の風景画を中心に約
15点展示 。
■開催期間／6月3日
（金）～ 28日
（火）
10:00 ～17:00 ※最終日は15:00まで
■水曜・木曜定休
■会場・問合せ／ギャラリー喫茶ゑん
（仙台市泉区泉中央2-15-3 シュワヒルズⅡ104） TEL.022-343-6311
※駐車場利用の場合は要事前連絡

●まちのきおくをあつめる 、かたる
昭和のしおがま ―海とまち―
海と共に生きる塩竈の人々の暮らしに焦点を
あて 、エピソードや写真 、資料等を展示 。
■開催期間／開催中～ 6月19日
（日）
10:00 ～17:00
※入館受付は16:30まで
■月曜休館
■展示観覧料
（常設展込）／
一般200円 高校生100円 メンバーシップ会員・中学生以下無料

●若手アーティスト支援プログラム
Voyage プレ企画
「来来去去（らいらいちゅーちゅー）
」
塩竈の“母子石”を題材とした展覧会のプレイベント。多賀城の
瓦に使われたとされる利府春日地域で採掘した粘土をもちいて 、
成形したり、壊したりしながら 、私たちの身の回りでも起こる“分
かり合えなさ”を形にする 。
※ワークショップ内では成形のみ 。制作した作品は焼成後 、後日お渡し
講師：工藤玲那（ビジュアルアーティスト）

■開催日時／6月12日
（日） 13:00 ～
（２時間程度）
■場所／大講堂
■参加費／1,000円
（材料費・展示観覧含む）
■対象／小学生以上 ■定員／15名 、要予約
■申込み・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

※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。

りらくインフォメーション
●名曲コンサート 2022
～ピアノ・渡辺かずのり～
曲目：
リスト「愛の夢」
メンデルスゾーン「ヴェニスのゴンドラの歌」
シューマン「夢（トロイメライ）
」
ショパン「遺作のノクターン」など

■開催日時／７月２日（土） 15:00 ～
■会場／太白区文化センター 展示ホール（仙台市太白区長町5-3-2）
■チケット／一般2,500円 夫婦ペア4,000円 中学生以下1,000円
※「りらくを見た」で一般券500円割引
■ 申 込み・問 合せ／アルモプロデュース TEL＆FAX.022-762-9293
（不在中は留守電にメッセージを。折り返し連絡あり）

●第13回びすた～りマンスリーコンサート
～初夏に贈るスペインの風～
出演：
駒込 綾（ヴァイオリン）
小関佳宏（クラシックギター）
及川久美子（ピアノ）

■開催日時／ 6月25日
（土） 16:30～ ■料金／ 4,500円（ケーキセッ
ト付）
■会場／びすた～り榴ヶ岡（仙台市宮城野区榴ケ岡５ みやぎNPOプラザ1F）
■予約・問合せ／びすた～り榴ヶ岡 TEL.022-299-2888
E-mail：bistari_tsutsujigaoka@hop-miyagi.org
虹のさかなプロダクション TEL.070-8490-4379
E-mail：nijinosakana.music@gmail.com

●宮城県芸術協会文芸部
第59回宮城県芸術祭
第７回文芸作品公募
宮城県内在住の小学生以上の方を対象に
文芸作品を公募 。募集作品は「詩・短歌・
俳句・川柳・エッセー」の未発表作品に限
る。優秀作品は10月22日
（土）
に開催する
「宮城県芸術祭文芸祭」で成績発表の上 、
表彰される。また最優秀賞、優秀賞作品は
「宮城県文芸年鑑」に掲載される。
■応募資格／小学生以上 。宮城県内在住者 。
現宮城県芸術協会文芸部会員は除く。
■募集部門／①ジュニアの部（小・中学生の部） ②高校生以上一般の部
※エッセーは②のみ
■応募締切（必着）／ジュニアの部８月31日（水） 一般の部８月12日（金）
■応募料／小・中・高校生 無料
大学生・一般 １組1,000円（定額小為替で作品に同封）
■応募方法／短歌・俳句・川柳は用紙自由 。
詩は400字詰原稿用紙３枚以内 。
エッセーはB４判400字詰原稿用紙３枚以内。（パソコンの場合
は20×20でA4判用紙３枚以内）
※応募作品の用紙には住所・氏名・学校名・学年・電話番号を明記（学校名 、
氏名にはフリガナも）
※封筒の表には「芸術祭 詩公募作品」
「芸術祭 短歌公募作品」等と必ず
朱書き
■応募先・問合せ／
〒980-0802 仙台市青葉区二日町16-1 二日町東急ビル５F
公益社団法人 宮城県芸術協会 TEL.022-261-7055
http://miyagiart.com/

※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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