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とっておきの音楽祭 SENDAI チャンネル
午前 10 時公開 （予定 )　

14 ステージ 140 グループ参加

14 ステージ 140 グループ参加 （予定）（予定）

市民広場

午後 2 時 30 分～午後 3 時 15 分 ( 予定）　

とっておきの音楽祭 SENDAI クローズアップステージとっておきの音楽祭 SENDAI クローズアップステージ

YouTube ステージYouTube ステージ

・ 仙台市市民広場　・ 定禅寺通り　

・ 勾当台公園　　・ 元鍛冶丁公園　・ 錦町公園など

・ せんだいメディアテーク 1F オープンスクエア （共催会場）
各ステージに MC （司会） と手話のできるボランティアがおります。各ステージに MC （司会） と手話のできるボランティアがおります。

ストリートステージ　午前 10 時～午後 5 時 30 分ストリートステージ　午前 10 時～午後 5 時 30 分

　　笑顔　つながる　　笑顔　つながる

ココロ　つながるココロ　つながる

■ 主　催　：　NPO 法人とっておきの音楽祭

■ 運　営　：　とっておきの音楽祭実行委員会 SENDAI

■会場協力 ：　せんだいメディアテーク

■ 後　援　：　

■ 協　力　：

宮城県、 仙台市、 仙台商工会議所、 宮城県教育委員会、 仙台市教育委員会、 宮城県社会福祉協議会、 仙台市社会福祉協議会、 仙台市市民文化事業団、 宮城県障がい者福祉協会、 仙台市障害者福祉協会、 宮城県知的障害者福祉協会、

宮城県手をつなぐ育成会、 仙台市手をつなぐ育成会、 仙台市知的障害者関係団体連絡協議会、 仙台市知的障害者芸術文化協会、 宮城県精神障がい者家族連合会、 NPO 法人仙台市精神保健福祉団体連絡協議会、 宮城県障害者スポーツ協会、

仙台市障害者スポーツ協会、 宮城県重症心身障害児 （者） を守る会、 みやぎ生活協同組合、 認定 NPO 法人スペシャルオリンピックス日本 ・ 宮城　宮城県聴覚障害者協会、 仙台市聴覚障害者協会、 一般社団法人アート ・ インクルージョン、

NPO 法人しょうがい福祉ネット仙台、 河北新報社、 朝日新聞仙台総局、 毎日新聞仙台支局、 読売新聞東北総局、 産経新聞社東北総局、 日本経済新聞社仙台支局、 NHK 仙台放送局、 TBC 東北放送、 仙台放送、 ミヤギテレビ、 KHB 東日本放送、

エフエム仙台、 ラジオ 3FM76.2、 fm いずみ 797、 エフエムたいはく、 せんだいタウン情報 S－style

アド・フォート、 アンビシャスミュージック、 一番町ホッとステーション、 AT メディア、 オフィス Q、 ㈱斎テント、 ㈲サウンドデザイン・音響各社、 定禅寺ストリートジャズフェスティバル実行委員会、 定禅寺チャリティーストリートライブ、

定禅寺通街づくり協議会、 仙台ゴスペル・フェスティバル実行委員会、 せんだいメディアテーク、 学校法人菅原学園　専門学校デジタルアーツ仙台、 東北学院大学教養学部地域構想学科菅原真枝ゼミ、 とっておきの音楽祭 in ふくしま実行委員会、

NPO 法人日本バリアフリー協会、 ㈱ NET プラス、 ハロー定禅寺村、 宮城県手話通訳問題研究会、 渡辺祥子

今年、 ついに再びストリートステージでも開催することができます。 本当にうれしい限りです。 これもひとえに市民の皆さまの熱い思い、

ご後援の団体と各社、 ご協力団体、 ご協賛の団体、 企業の皆さま、 宮城県、 仙台市のご支援の賜物とあらためて御礼申し上げます。

ステージ出演として観客としてスタッフとして参加している市民の皆さま、 いつも温かく見守ってくださる商店街の皆さま、 本当に感謝

いたします。 皆様のおかけで今年も開催することができます。 そしていつまでもこの音楽祭が皆様と共に一緒に開催できるよう心から願って

おります。

会場でお会いしましょう !  

YouTube ステージも観てくださいね !

とっておきの音楽祭実行委員会 SENDAI  実行委員長　田村真衣

NPO 法人とっておきの音楽祭　理事長　菊地昭典

ＮＰＯ法人とっておきの音楽祭

障害のある人もない人も表現する喜び、 その楽しさを知って

もらうための表現活動のライブ、 サポート、 ワークショップな

ど様々な活動を行っています。 仙台市との協働事業、 仙台

市市民文化事業団などの支援による事業なども積極的に

行っています。 NPO 法人は、 会員の参加 ・ 支援で活動を

しています。 つきましては趣旨をご理解いただき、 会員入会、

ご支援、 ご協力をお願いいたします。 なお、 詳細につきまし

ては、 音楽祭ホームページをご覧ください。

とっておきの音楽祭実行委員募集

市民ボランティアの実行委員会が音楽祭の運営、 年間の様々

な活動を行っています。

職業、 年齢、 経験はまったく関係ありません。 一緒に楽しく

活動しませんか。 お問い合わせ、お申込みお待ちしています。

全国のとっておきの音楽祭の輪

2001 年に仙台で初めて開催され、 その翌年から、 続々と全

国各地にも広がっています。

盛岡市、 秋田市、 東松島市、 栗原市、 山形市、 福島市、

南相馬市、 本宮市、 会津若松市、 安中市、 宇都宮市、

東京都世田谷区、 町田市、 名古屋市、 枚方市、 堺市、

泉佐野市、 篠山市、 佐賀市、 熊本市、 人吉市、 鹿児島市、

鹿屋市、 鹿屋市で開催。 岐阜市、 沖縄県北谷町でも開催

を予定しています。 「とっておきの音楽祭全国ネットワーク」

でつながり、 交流し、 協力していきます。

全国各地で続々開催

ご支援 ・ ご協力のおねがい　

とっておきの音楽祭は、 皆さまからのご寄付 ・ ご協賛 ・ カン

パで支えられています。 ご支援、 改めて御礼申し上げます。

開催後も引き続き、 一年を通して募集しておりますので、 な

にとぞよろしくお願いいたします。 なお、 お振込み方法など

の詳細は、 音楽祭ホームページにございます。

寄付金 ・ 協賛金

新型コロナウイルス感染防止の為のお願い

PCR 検査などの陽性の方、 行動制限の解除がされていない方、 濃厚接触者として行動制限が解除されていない方は、 観覧を

ご遠慮ください。

会場内では、 必ずマスクをつけてください。

発熱、 倦怠感、 頭痛など体調不良の方はステージ観覧をご遠慮ください。

飲食専用エリア以外での飲食は、 自粛してください。 特に、 観客席での飲食はお控えください。

会場内での密集を避けてください。 観客同士が触れ合わない間隔をお守りください。

状況により必要と思われる感染防止対策をお願いする場合がありますので、 ご了承ください。
( 状況によっては、内容の変更もしくは中止になりますので、音楽祭ホームページや SNS などご連絡します。 変更、中止の場合はご了承ください )

とっておきの音楽祭とは

　障害のある人もない人も一緒に音楽を楽しみ、 音楽のチカラで 『心のバリアフリー』 を目指す、 市民手作

りの音楽祭です。 この趣旨の屋外音楽祭では世界でも珍しく、 日本では最大の規模を誇っています。

　「とっておきの」 とは、 Very　Special の訳です。 一人一人がかけがえのない存在であり、 表現で輝いて

 ほしいという思いです。

　合言葉は 「みんなちがって　みんないい」。 姿かたちも生き方も考え方も能力もそれぞれ違います。

　お互いを認め合うこと、 その多様性の尊重こそが大切と、 22 年前の開催時から合言葉にしてきました。

　ココロのバリアだけではなく、 建物のバリアも取り払おうと、 商店街、 公園、 ビル前などをステージとしま

　した。 どなたでも観客になれますし、 気軽に交流もできます。


