ｖｏｌ.１００

４/３

２０２１年 ～ 月

開場 14:30 開演 15:00

10:00～

★ローソンチケット
［HP］https://l-tike.com〈Lコード:21659〉
★チケットぴあ
［HP］https://t.pia.jp〈Pコード:193-084〉
★イープラス［HP］http://eplus.jp

全席指定前売り
大人6,800円（友の会6,000円）／中学生以下2,000円

第17回

４/29

～５/３

① ９：００～１０：００
②１１：００～１２：００
・定員に達した場合、受け付けを締め切ります。
・１グループ１コマまで（家族、友人など10名以内） ③１３：００～１４：００
・商業、営利、発表会としての利用は出来ません。
④１５：００～１６：００
無料（要申し込み） ４月１０日 ９:００～申し込み開始
。

～５/５

４/

登
米
市
民
ふ
れ
あ
い
美
術
展

入場無料

最終日は１５時まで

出展者募集中♪
◆日本画、洋画でオリジナル作品
◆額に納め、額紐付き
◆１点につき1,000円(1人３点まで)
◆締め切りは４月１５日(木)

一緒に公演する準キャストを募ります！
プロの指導で本格的なミュージカルを！
大きな感動を分かち合いましょう！

材料は劇場に咲くラベンダー♪
初めての方でも簡単に作れます。

9:30～１２:00
材料代 ５００円
持参品 はさみ(ラベンダー採取用)
定 員 ２５名（要申し込み）

ふだん着コンサート

市内および近隣の小中高生

練

登米祝祭劇場等で10回程度

習

参加費

お電話でお申し込みください。

申し込み開始 ６月５日

対 象

昨年９月の公演より

5,000円（保険料を含む）

申込方法 6月中旬までに電話、メール、
FAXでご連絡ください

９:００～

９/11

主人公は芭蕉

宮崎ゆかり

・１２

劇場ウェブサイトで前編公開中！

登米市が舞台のコミカル歴史小説

登米市出身のピアニスト宮崎ゆかりさんが、クラシック
３３０余年前、松尾芭蕉主従が登米
市登米町に一泊した。ふた昔前のお家
の名曲をたっぷり30分演奏します。
どなたでも無料でご覧いただけます。劇場のYouTube 騒動に続き、仙台藩に忍び寄る新たな事
件の火種。その背景には歌枕に絡む徳
アカウントで配信します。ぜひチャンネル登録を♪
リスト：ラ・カンパネラ、愛の夢第3番

3/24
YouTubeで
動画を配信中♪

19:00 公開予定

川幕府の陰謀が……。
俳聖はこの難題にどう立ち向かうのか。
新型コロナウイルス禍で休日の巣籠もり
を余儀なくされた職員が破天荒な発想で
挑んだコミカル歴史小説。
私家本も残部僅か。頒価１，１００円。

登米祝祭劇場友の会
当劇場で取り扱う前売り券を安くお買い求めいただけます。
単年度会費

ケ
コ
美

他

● 個人会員
● 家族会員
● 団体会員

1,000円
2,000円
5,000円

1公演の割引枚数

／
／
／

１枚
３枚
７枚

有効期限 ４月１日(木) ～ 令和４年３月31日(木)

文化振興助成金後期分
当劇場で10月～３月に開催する芸術文化イベントに
対し、費用の一部を助成します。詳細は劇場まで。
◆ 対 象／登米市で活動するアマチュア団体または個人
◆ 交付額／当劇場施設・設備器具などの利用料の一部
◆ 受 付／６月１日（火）～６月30日（水）

催し物は主催者の都合や、新型コロナウイルス禍対応により変更や中止になる場合があります。
令和３年３月12日時点の情報です。入場料は原則として前売り価格です。 時刻は開演です。 登米祝祭劇場友の会の会員割引は劇場窓口のみです。
★は主催事業

４
月

４日㊐

高橋大介 クラリネットリサイタル
◇大ホール ◇自由1,000円 ◇高橋大介 ☎090-4638-0699

14：００

29日㊗～5月3日㊗
①9：００ ②11:00 ③13:00 ④15:00

30日㊎～5月5日㊗
9：3０～17:00 最終日は15:00まで

５
月

５日㊗

２5日㊎

高校生絵画展IN登米市2021
◇小ホール ◇無料 ◇登米市まちづくり推進部市民協働課 ☎0220-22-2173

JAみやぎ登米 第23回通常総代会
◇大ホール ◇関係者 ◇JAみやぎ登米 ☎0220-22-8211

9：30

30日㊌

高校芸術鑑賞会 RAGSPiアカペラコンサート
◇大ホール ◇関係者 ◇登米祝祭劇場

未定

3日㊏

ラベンダースティック講習会

9：30

◇小ホール ◇500円(要申込) ◇登米祝祭劇場

9日㊎･10日㊏

◇大駐車場 ◇無料 ◇JAみやぎ登米農機自燃部 ☎0220-34-6731

11日㊐

マンドリン･ギター散歩道
◇小ホール ◇無料(要整理券) ◇とめ･くりはらマンドリンクラブ ☎0220-29-6618

14：00

18日㊐

全日本吹奏楽コンクール 登米･本吉地区大会
◇大ホール ◇未定 ◇登米総合産業高校 ☎0220-34-4666

10：10

23日㊗～25日㊐
9:3０～18:00 最終日は15:00まで

10：00

日程調整中

表に詳細記事

農機･自動車･燃料･生活･営農資材サマーフェア2021

9日9:00～16:00
10日9:00～14:00

２5日㊐

表に詳細記事

◇大ホール ◇一般指定6,800円 中学生以下指定2,000円 友の会割引あり ◇登米祝祭劇場

9：3０～18:00 最終日は15:00まで

月

表に詳細記事

◇小ホール ◇無料 ◇登米祝祭劇場

夏川りみコンサートツアー2021『あかり』

27日㊍～30日㊐

７

第17回登展～登米市民ふれあい美術展～

◇大ホール ◇無料 ◇佐沼高校 ☎0220-22-2022

13：30

15:00

月

表に詳細記事

◇大ホール ◇無料(要申込) ◇登米祝祭劇場

佐沼高校吹奏楽部 第56回定期演奏会

１5日㊏

６

スタインウェイであそぼう

宮城書道研究会 第48回書道展
◇小ホール ◇無料 ◇同研究会 ☎090-1371-1794

萌翔十一周年記念公演チャリティーショー
◇大ホール ◇１階指定2,500円 ２階自由2,000円 ◇萌乃会 ☎080-5228-4464

JAみやぎ登米 健康まつり
◇JAみやぎ登米食農推進課 ☎0220-23-9815
〒987-0511

宮城県登米市迫町佐沼光ヶ丘30

【窓口受け付け時間】平日9:00～20:30/土日祝日9:00～17:30
※施設ご利用に関する打ち合わせ・お問い合わせは9:00～17:00とさせていただきます。
※臨時休館になった場合の営業時間は9:00～17:30とさせていただきます。

休 館 日 毎週月曜日（祝日の場合は順延）、年末年始（12/29～１/３）
４月５日、12日、19日、26日／５月６日、10日、17日、24日、31日
６月７日、14日、21日、28日／７月５日、12日、19日、26日

〔 迫 〕キーステーション
佐々木時計楽器店
食事処くんぺる
はくりょう
〔登米〕遠山之里
〔東和〕道の駅林林館森の茶屋
〔豊里〕産直がんばる館
〔米山〕デンキランドはたけやま
〔石越〕石越文化協会(石越公民館内)
〔南方〕

Facebook / Instagram / Twitterのフォロー、
毎週水曜日10：30 YouTubeのチャンネル登録お願いします！
編集・発行／公益財団法人 登米文化振興財団

☎0220-22-9031
☎0220-22-2255
☎0220-28-2986
☎0220-22-3427
☎0220-52-5566
☎0220-45-1218
☎0225-76-6201
☎0220-55-2034
☎0228-34-2036
☎0220-58-3111

登米祝祭劇場
ウェブサイト

