
りらくインフォメーション

※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。

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」 ７月公演スケジュール

1 金
～5 火

魅知国仙台寄席7月上席
出演：瀧川鯉橋/三遊亭仁馬/岡崎秀明/ストロングスタイル/
　　  瀧川はち水鯉/バクコメ/翼/大友憧山/六華亭遊花/ニードル/
　　  まつトミ/若葉舞/足立奈保（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  ①14:00  ②18:30
　　  2日、3日、4日、5日  ①11:00  ②14:00

8 金
昇々ひとり会in仙台

出演：春風亭昇々　時間：①14:00  ②19:00

10 日
和太鼓と津軽三味線の競演

「音日和スぺシャル with秀-HIDE-（H2K）」
出演：鼓風☆響/ゲスト：秀-HIDE-　時間：①11:00  ②14:00

15 金
16 土

兼太郎・竹紋二人会
出演：三遊亭兼太郎/桂竹紋
時間：15日  ①14:00  ②18:30
　　  16日  ①11:00  ②14:00　　  

17 日　 
18 月・祝

幸之進・幸朝　古典研磨 兄弟勉強会
出演：立川幸之進/立川幸朝　時間：①11:00  ②14:00　

20 水
21 木

花座定期公演　「ルート9shuffle」シャッフル6
出演：神田桜子/三遊亭仁馬/春風亭昇りん
時間：①14:00  ②18:30

22 金
23 土

玉川太福浪曲会
出演：玉川太福/曲師・伊丹明
時間：22日  18:30
　　  23日  ①11:00  ②15:00　

24 日
第45回 ニードルの噺

出演：ニードル　時間：15:00

26 火
～30 土

魅知国仙台寄席7月下席
（26〜28日：春風亭柳若改メ柳雀・春風亭昇也真打昇進披露公演）

笑福亭羽光独演会（30日のみ）
「魅知国仙台寄席7月下席」
出演：春風亭柳雀/春風亭昇也/笑福亭羽光/瀧川鯉津/まつトミ/
　　  大友憧山/六華亭遊花/ストロングスタイル/ニードル/
　　  けんけん/三遊亭小とり/三遊亭げん馬/岡崎秀明/若葉舞/
　　  稲葉千秋（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：26日、27日、29日  ①14:00  ②18:30
　　  28日、30日  ①11:00  ②14:00

「笑福亭羽光独演会」
出演：笑福亭羽光　時間：17:30

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／7月13日（水）　10:00〜12:00
■参加無料
■定員20名
■会場／セレモール太白（仙台市太白区大野田4-1-4）
■予約・問合せ／葬祭会館セレモール　TEL.0120-000-761

●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〜
　元気なうちに始めよう！“生前整理”
　　講師：整理整頓アドバイザー
◇第２部　11:00〜
　相続対策〜おひとり様の相続手続き〜
　　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
　館内見学・個別相談可能

■開催日時／7月8日（金）・23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
※７月23日（土）に栗原市花山地区地域おこし協力隊募集セミナー 
　「花山についてなんでも聞いてください」開催予定（会場未定）
※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

●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

■開催日時／7月16日（土）・17日（日）・18日（月・祝）
　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

●住宅リフォーム補助金活用セミナー
住宅リフォームに関する各種補助
金の活用の仕方を学べる（国土交
通省・経済産業省後援PJ登録）。
講師：千葉由章（建築士・宅建士）
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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。７月
の演奏者は増川大輔さん

（チェロ）、須藤恵美子さん
（ピアノ）。

●秋保温泉 篝火の湯 緑水亭
　「社長＆若女将のロビーコンサート」
社長と若女将が奏でるハーモニーが会場
をあたたかい雰囲気で包み込む。温泉
や料理を堪能した後、浴衣姿で生演奏
を聴きながら、ゆったりとした時間を過
ごすことができる。コンサート鑑賞のみ
の来場も可能。

トランペット：高橋明浩　ピアノ：高橋知子

●SUGO EVENT
◇ENEOS スーパー耐久シリーズ2022 Powered by Hankook 第３戦
　SUGOスーパー耐久３時間レース
・開催日／7月9日（土）・10日（日）
・入場料金／前売観戦券　シングル（１名）4,500円（９日・10日通し）　
 　当日入場券　９日3,200円　10日5,600円

◇D.I.D全日本モトクロス選手権シリーズ第３戦
・開催日／7月16日（土）・17日（日）
・入場料金／前売観戦券　シングル（１名）3,500円（16日・17日通し）
 　当日入場券　16日2,500円　17日4,800円

※中学生以下入場無料　※当日券は学生証提示で50%割引

●紅の蔵　イベント情報
◇みちのくこけし展
山形市で所蔵する貴重なこけしと、現在活躍する
こけし工人による作品を一堂に集めて紹介。こけ
しの絵付け体験もできる。
・開催期間／7月14日（木）～9月25日（日）
　　　　　　10:00～18:00
・会場／山形まるごと館 紅の蔵 街なか情報館（山形県山形市十日町2-1-8）

◇紅の蔵特別企画「こけしフォトコンテスト」
オリジナルこけしをつくって、インスタグラムに投稿。
・開催期間／8月1日（月）～31日（水）
・参加無料
・定員／先着50名　※こけし木地がなくなり次第受付終了
・参加申込み／8月1日（月）10:00より、街なか情報館にてこけし木地を配布

（直接受取りが出来る方に限る）
※詳細は紅の蔵公式HPで告知

■開催日時／7月20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

■開催日時／7月2日（土）・3日（日）　20:00～
■入場無料
■会場／緑水亭ロビー（仙台市太白区秋保町湯元上原27）
■問合せ／篝火の湯 緑水亭　TEL.022-397-3333（9:00～19:00）

■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

■問合せ／山形まるごと館　紅の蔵　TEL.023-679-5101
　　　　　https://beninokura.com/

■開催日時／7月12日（火）　18:30～20:30
　　　　　　※ライブタイム19:30～20:30
■料金／5,500円　※食事、90分飲み放題付き
■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（17:00～22:00）

■開催日時／7月2日（土）　14:00～16:00（受付13:30～）
■参加無料　■定員／会場15名、オンライン（Zoom）50名
■会場／仙都会館 7階-D会議室（仙台市青葉区中央2-2-10）
■予約・問合せ／（一社）不動産終活支援機構宮城
　TEL.022-797-3570　E-mail：miyagi@fudosan-syukatsu.org

●STAR FESTIVAL
　BEER PARTY in STARDUST
３種の生ビールとカジュアルな料理を、
仙台のジュリー“沢田研史”のライブと 
ともに。

●不動産終活アカデミー（個別相談）
　『豊かに活きる新シニア世代の自宅
                          　すまい方としまい方』
◇第１部　14:00～
　60歳だからこそ実現できる！　自宅の終活と新築住み替えの仕組み
　講師：（一社）不動産終活支援機構
　　　　　　　　　　　  代表理事　齊藤正志氏
◇第２部　15:00～
　60歳からの住宅ローン【リ・バース60】
　講師：独立行政法人住宅金融支援機構東北支店
◇無料個別相談　16:00～16:50
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●Watabe Gyu Produce 2022
　「リア王」
シェイクスピアの名作「リア王」が現代演劇に
生まれ変わる。原作にはない民衆「貧民たち」
も登場。独裁からの脱却、民主の力の再確認
を強いメッセージで提示する。
台本・演出：宮島春彦
原作：シェイクスピア
総指揮：渡部ギュウ

●開廊25周年記念企画
　第２弾『25』にまつわる物語
11月20日に開廊25周年を迎える
晩翠画廊。記念企画の第２弾として、

「25」にちなんだ作品を展示・販
売する。

第１週参加作家：
天笠慶子（日本画）、大沼英樹（写真）、奥山和子（日本画）
落合香木（モザイク画）、今野裕結（ネクサス絵画）、佐々木莉央（木彫）
ジェームスオペ（陶芸）、志賀一男（木版画）、柴田滋紀（洋画）
清水玄太（彫刻）、畠山信行（洋画）、原 秀一（洋画）、松永 弘（水彩画）
三品良春（ミクストメディア）、森 敏美（ミクストメディア）、山口優子（洋画）
わらお びびし（洋画）

第２週参加作家：
小川和子（洋画・陶芸）、尾﨑行彦（木口木版）、數本冴英佳（日本画）
數本奈智子（洋画）、斎藤乾一（陶彫）、齋藤正和（版画）、佐々木洋子（水彩画）
鈴木雅之（洋画）、土屋 薫（日本画）、ノサカ エミ（木彫）
野田律子（ステンドグラス）、長谷川健司（絵画・陶芸）、畠山卓也（絵画・彫刻）
福井安紀（板絵）、峰岡 順（洋画）、山内 駿（陶芸）、綿引明浩（版画）
■開催期間／第１週　6月28日（火）～7月3日（日）
　　　　　　第２週　7月5日（火）～10日（日）

●嵯峨 卓　鍛金の仕事展
鍛金とは金属の板や棒を金鎚で叩き、熱
し、溶接などの工程を繰り返しながら成
形する金属工芸の技法 。その鍛金技法に
より制作した“いきもの”をモチーフとし
たオブジェを中心に展示する。
■開催期間／7月12日（火）～17日（日）

●お酒のラベルコンテスト（協賛：一ノ蔵）
「地元の日本酒を、地元の作家のラベルで楽しめれば……」とい
う思いから、企画されたラベルコンテスト。会場に展示したラ
ベル瓶は、一ノ蔵より購入が可能 。また、ラベルに起用された
作品は、会場にて展示・販売する。
■開催期間／7月19日（火）～24日（日）

●Art for You! Vol.2
　大竹徹祐・オノデラⅠ世２人展
自閉症の作家で簡略と写実の相まった独自の絵画を描き続ける
大竹徹祐さんと、精神疾患のなかで絵画に自身の表現を見出し
たオノデラⅠ世さんを紹介。
■開催期間／7月26日（火）～31日（日）

●仙臺まちなかシアター2022
◇7月10日（日）　①12:00～　②17:00～

「無関係な死」安部公房
出演：芝原 弘、野々下 孝　楽士：ノワキタクヤ
・料金／3,500円（弁当、ドリンク付き）
・会場／大石屋（仙台市宮城野区名掛丁206-19 ウエストハウス）
◇7月30日（土）
一人芝居「みちのく　岡本かの子」
出演：菊池佳南　楽士：山本 純
・料金／3,500円（弁当、ドリンク付き）
・会場／日本料理 華の縁（仙台市青葉区中央3-5-30 T&INEXT 2F）
◇8月19日（金）　一部10:30～　二部14:00～

「かいじん二十めんそう」江戸川乱歩
出演：芝原 弘、米山 陸、鈴木大典、山家 廉
・料金／一部3,500円（ランチ＆ドリンク付き）
　　　　二部3,000円（焼き菓子セット＆ドリンク付き）
　※ランチとお菓子の提供は、終演後　※小学生以下1,500円引き
　※未就学児で座席と料理が不要な場合は無料
・会場／Café Craft（仙台市宮城野区鶴ヶ谷字京原200）

「きてます＆ダブルピース」

大竹徹祐「青い花」（タテ15×ヨコ22cm） オノデラⅠ世「有頂天外の花」F3

■開催期間／8月3日（水）・4日（木）　18:00～
　　　　　　　  5日（金）・6日（土）　①13:00～　②18:00～
　　　　　　　  ７日（日）　①11:00～　②16:00～
　※ダブルキャストあり
■チケット／全席自由　一般4,000円　学生2,000円
　※当日は各500円増　※未就学児入場不可
■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4-11-1 141ビル6F）

■Web予約／東北えびす公式HP　 https://www.tohokuebisu.com/
■問合せ／東北えびす事務所　TEL.022-397-7662（10:00～17:00）

■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
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※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。

●源馬和寿 絵画展
日本人の心に染み込んでいる桜
を油彩画（洋画）で表現しようと
挑戦している源馬さんの個展。
■開催期間／
　7月19日（火）～24日（日）
　11:00 ～17:00
　※最終日は15:00まで
■問合せ／TEL.090-7267-6154（源馬）

●スケッチ＆小品展　安部悦子
「いつもの旅のスケッチ」と日々の散策で
摘んだ草花などを描いた小品を展示。
発掘ローマングラスに惹かれて試みた
グラスビーズや、テキスタイルの作品も
並ぶ。
■開催期間／7月26日（火）～31日（日）
　　　　　　10:00 ～17:00
　　　　　　※最終日は16:00まで
■問合せ／TEL.090-9421-8256（安部）

●彩啓会 水彩画合同展
切磋琢磨し絵の質の向上に努め、
刺激を受け合いながら感動を共
有し、楽しく創造、制作し、絵を
通して多くの気づきを得ることが
出来る会を目指している、彩啓
会の合同展。
■開催期間／7月5日（火）～10日（日）
　　　　　　10:00～17:30　※最終日は16:00まで
■問合せ／TEL.090-2980-1586（嶺岸啓順）

●みちのく風景スケッチ展
　―花咲く里と英国のまちかど―
　嶋倉 正明 個展
水彩画家・嶋倉正明さんの個展。みち
のくの風景と、英国ウェールズ地方の
花飾りや田園の風景を描いた作品12
点を展示予定。

●SK会絵画展
出品者：新井幹枝、猪岡優子、飯淵佑子、伊藤芳子
　　　  入江典彦、佐藤美栄子、齋藤 繁、進藤玖江
　　　  武内たま子、沼田房子、芳賀詔子、三村敦子
　　　  枡澤 怜（顧問）

●奇数アトリエ in AER
　ともに、みんなのアート展
２F：Art to You！東北障がい者芸術全国公募展入賞者の 
　　作品展示、在仙作家と福祉施設のアートグッズ販売 
　　ブース
１F：ワークショップ開催

●暮らしの市2022夏
「知恵と工夫で暮らしを彩る」をテーマにした
クラフトマーケット。※最新情報はホームページ
やツイッター、フェイスブックで告知

●令和４年度戦災復興展
写真とパネルによる企画展（１階ロビー）。
小ホールで朗読イベント（９日14:00～）、
平和祈念コンサート（10日14:00～）を開
催。視聴覚室で戦争体験を聞く催し（９日・10日10:45～）を開催。

●―新時代に生きるー
　若手女流画家６人展
近年目覚ましい勢いでアートシーンを席巻
している若いアーティストたち。現在注目
されているエネルギー溢れる女流６人によ
る展示会を開催。
■開催期間／開催中～7月5日（火）

●―群青の魅力―
　清沢孝之日本画展
日本画の材料である岩絵具の中でも特に群青
色に惹かれている清沢さんの仙台初個展を開
催。天然の群青をじっくり焼き、深みのある
色彩で植物を描いた新作20余点を出品する。
■開催期間／7月8日（金）～25日（月）

三浦英男作　水彩画４号
「英国 ウェールズ地方 USK（アスク）村の花飾り」

齋藤 繁「岸辺から」

加藤晴彦（わらしべ舎羽黒台工房所属）と
幾何学えかき あまの とのコラボによるエレベーターアート

「野の花」

大沢 愛 Mana Osawa「Peony Chocolate with Flower vase」
アクリル絵具、ミクストメディア、コラージュ、カンヴァス P12号

「あじさい」3号M

■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）

■開催期間／7月16日（土）～30日（土）
　月曜～金曜10:00～18:00　土曜11:00～18:00　※最終日は15:00まで
■日曜・祝日定休
■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

■開催期間／8月9日（火）～14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）
■問合せ／TEL.022-278-6855（入江典彦）

■開催期間／７月29日（金）～31日（日）　11:00～17:00　※29日は18:00まで
■会場／AER（アエル）１F＆２Fアトリウム（仙台市青葉区中央1-3-1）
■問合せ／公益社団法人東北障がい者芸術支援機構
　　　　　TEL.022-266-8533

■開催日時／7月23日（土）・24日（日）　10:00～15:00
■会場・申込み・問合せ／塩竈市杉村惇美術館（塩竈市本町8-1）
　　　　　　　　　　　  TEL.022-362-2555

■開催期間／7月9日（土）～18日（月・祝）　9:00～17:00
■会場／トークネットホール仙台（仙台市民会館）
　　　　（仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1）
■問合せ／仙台市青葉区まちづくり推進部 まちづくり推進課
　　　　　TEL.022-225-7211（内線6132）
　　　　　仙台市戦災復興記念館　TEL.022-263-6931

■開催時間／11:00～18:00　※最終日は16:00まで
■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）
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■開催日時／7月10日（日）
　　　　　　昼の部12:00～　午後の部15:00～
■チケット／4,000円　※ケーキセット付
■会場・予約・問合せ／
　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）
　TEL.022-299-2888　E-mail：bistari_tsutsujigaoka@hop-miyagi.org 
　虹のさかなプロダクション　E-mail：nijinosakana.music@gmail.com

■開催期間／7月14日（木）～18日（月・祝）　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台分有り

■開催日時／７月９日（土）　15:00～　※開場は14:15～
■入場料／一般1,500円　学生1,000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）
■予約・問合せ／TEL.070-5625-1751（瀬成田）
　　　　　　　　https://teket.jp/875/11570

■開催期間／7月1日（金）～30日（土）
　　　　　　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

「waiting」

●グリーン・ウッド・ハーモニー
　第68回定期演奏会
演奏曲：ジョスカン「千々の悲しみ」　ほか
　　　　髙田三郎「心象スケッチ」
　　　　今井邦男「渓流」「春の知らせ」　ほか
　　　　ペンデレツキ「ミサ・ブレビス」　ほか
　　　　ブラームス「哀歌」
指揮：田中豊輝　ピアノ：小平圭亮　合唱：グリーン・ウッド・ハーモニー

●びすた～りマンスリーコンサート
　佐藤正隆＆小関佳宏
　Guitar Duo Concert
出演：佐藤正隆（ギタリスト）
　　　小関佳宏（ギタリスト／作・編曲家）

●千葉英雄 個展
　～切り絵と詩吟と書の物語～
画業50年を記念し、「幽玄の切り絵物語」「遠
野どぶろく物語」「十二支物語」「詩吟おくのほ
そ道物語」の４つのテーマで、切り絵の大型パ
ネル作品や墨画と書を組み合わせた作品、和
歌、詩吟などの作品を展示。

●横山信人 ベニヤ板造形展
日常から着想したものを、ベニヤ板を用いて
作品にしている横山さんの個展。
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■開催日時／7月16日（土）～18日（月・祝）
■会場・問合せ／産直市場みんな野（刈田郡蔵王町大字平沢字田中188）
　　　　　　　  TEL.0224-33-3915

■開催日時／8月21日（日）　14:00～　※開場は13:00～
■入場無料・全席自由（事前予約不要）
■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　E-mail：sendai.sinfonietta@gmail.com
　　　　　　　　　　　　　　https://www.sendai-sinfonietta.com

■開催日時／7月16日（土）　10:00～16:00
■会場・問合せ／多賀城市文化センター（多賀城市中央2-27-1）
　　　　　　　  TEL.022-368-0131

■開催日時／8月26日（金）・27日（土）　19:00～
■料金／全席自由　一律5,000円（おみやげ付き）
　　　　※両日限定各60席　※未就学児入場不可
■会場／瑞巌寺本堂（宮城郡松島町松島字町内91）
■問合せ／（株）BBI花座　TEL.022-263-9608（平日10:00～17:00）

※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。

●ロビーステージ＆サークルフェア
ロビーステージ参加者：
スィングポートオーケストラ、Bright☆Kids、ダンスサークルJiggy.
グレイスサクソフォンカルテット、多賀城レクダンス「キャッツ」、いきいきマジシャン
トーンチャイム銀のベル、シャンダローム・ギターアンサンブル
ベリーダンスチームMysha、かっちゃんれいちゃんwith K
フラ ハーラウ オ ワヒネ ヘレ ラー、アイリス・ブラス・ゾリステン
SJP Cheers、DENタップダンススタジオ、Kei kalama
※15:30〜16:00　フィナーレ（ゲスト出演：伊東洋平）

他、手作りパン・焼き菓子の店、手作り雑貨の店など30店が参加（ワークショッ
プ数店あり）。

●夏のスタミナまつり
蔵王町産ブランド豚「JAPAN X」
や宮城県のブランド牛「仙台黒
毛和牛」、トウモロコシなどのバー
ベキューに欠かせない夏の新鮮
野菜が勢ぞろい。

●瑞巌寺怪談夜
ナイト
話

落語怪談噺の金字塔を国宝瑞巌寺で。
演目：江島屋怪談 怨みの振袖
出演：柳家蝠丸

●仙台シンフォニエッタ　第47回定期演奏会
プログラム：
パーセル　アブデラザール組曲 Z.570
ホルスト　セントポール組曲  Op.29, No.2　　　
エルガー　弦楽セレナード ホ短調  Op.20
ブリテン　シンプルシンフォニー Op.4
指揮：日比野裕幸（宮城教育大学教授）
ゲストコンサートミストレス：髙橋茉莉奈
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