●公立文化施設の被災状況一覧
県

更新日：2011.9.27

市

施設名

被災等に関する状況

WEB/連絡先等

確認日

青森県 青森市

青森県立美術館

各種燃料等の今後の供給体制が不透明であったことから、3月16日から4月8日まで臨時休館。4月
29日に上演された演劇「津軽」に被災者を無料招待。7月9日より企画展の青森県立美術館開館5周 http://www.aomori-museum.jp/
年記念「光を描く 印象派展-美術館が解いた謎-」開催（10月10日まで）。

青森県 青森市

国際芸術センター青森

HPに特記なし。通常通り。7月23日より「再考現学」をテーマにしたシリーズ展覧会の第1部「再考現
http://www.acac-aomori.jp/
学 / Re-Modernologio」開催（9月19日）。

青森県 青森市

青森市民美術展示館

青森県 弘前市

弘前市立博物館

青森県 弘前市
青森県 弘前市

弘前文化会館
弘前市立百石町展示館

青森県 弘前市

鳴海要記念陶房館

青森県 八戸市

八戸ポータルミュージアムはっち

通常通り9時から21時まで開館。6月27日震災復興チャリティ開催。8月19日に「文化による地域振
興」を考えるアサヒ・アート・フェスティバル（AAF）による国際シンポジウム「文化で未来を切り開くー http://hacchi.jp/
東北の心、アジアの声ー」開催。

8.19

青森県 八戸市

八戸市南郷文化ホール（スウィングベ
リーNANGO）

通常通り。

8.19

青森県 八戸市

八戸市公会堂

平常通り開館。「復興応援チャリティー舞踊公演~がんばろう八戸~」（5月5日）、「八戸を元気に！
震災復興応援東京佼成ウィンドオーケストラ演奏会」（6月3日）などが行われた。また、「やるどっ！
八戸」震災復興応援ロゴを作成、9種類のシールがある1シートを500円で販売、売上金の一部を義 http://www.hachi-kokaido.com/
援金として八戸市へ寄付。9月16日に落語芸術協会主催の被災地復興にむけた「復興支援はちの
へ寄席」を開催（入場無料。事前申込制）。

8.19

青森県 十和田市

十和田市民文化センター 視聴覚セン
ター

平常通り。8月7日および28日に大ホールで東日本大震災復興支援チャリティショー開催。

8.19

青森県 三沢市

三沢市公会堂

平常通り。自主事業のひとつ、1000円コンサートでは、国内外における災害義援金や地域福祉の推
進への協力として、コンサート鑑賞大人1人50円、公会堂負担50円の計100円を寄付に。第1回：瀬?
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/misawa/index3.html
明日香ヴァイオリンコンサート（6月18日）、第2回：岡田奏ピアノリサイタル（8月6日）第3回：上田仁ト
ランペットリサイタル（2012年1月29日）。

8.19

青森県 むつ市

下北文化会館

平常通り開館。2階の科学展示ホールは節電協力をしており、しばらくの間、お休み。4月12日~5月
11日、自主事業「弾いて！！鳴らして！！スタインウェイコンサートピアノ」を予定通り実施。6月5日、
http://shimobun.com/
東日本震災義援金チャリティーショー「がんばろう！東北」開催。県内出身の音楽家13組を紹介する
自主事業「2001音楽力」が7月9日よりスタート、来年3月まで続く。

8.19

青森県 深浦町

深浦町歴史民俗資料館・深浦町美術館

HPに特記なし。通常通り。

8.19

青森県 七戸町

七戸町立鷹山宇一記念美術館

地震の影響を点検するため3月14日まで休館。15日からは電力等各種燃料の供給が不安定な状況 http://www.takayamamuseum.jp/
となったため休館したが、4月1日より再開（ブログ）。HPに特記なし。通常通り。9月23日より特別展
http://www.takayamamuseum.jp/blog/
「平山郁夫展」（仮称）開催予定。

青森県 六戸町

六戸町文化ホール（メイプルホール）

平常通り。

青森県 六ヶ所村

六ヶ所村文化交流プラザ スワニー

平常通り。6月26日より自主事業開始。

青森県 南部町

南部町立南部芸能伝承館

HPに特記無し。

岩手県 盛岡市

岩手県立美術館

岩手県の地震災害復興対策に関連して、企画展等の計画について見直しを行い、平成23年度に予
定していた企画展・企画展関連イベント（講演会・ワークショップ）はすべて中止し、新たに、復興支援
http://www.ima.or.jp
展示として「アートのチカラ、いわてのタカラ」を開催（7月2日~9月28日）。常設展は、従来どおり開
催。東日本大震災で被災した方の観覧料は全額免除（無料）している。

8.27

岩手県 盛岡市

岩手県立図書館

震災後、図書館が入居しているアイーナ・いわて県民情報センターが避難所となり約500名を収容。 http://www.library.pref.iwate.jp/
その後避難所は解除になり、再開。開館時間は9時~20時。節電のため館内照明の一部消灯、音と
映像コーナーでの視聴ブースのご利用の一部制限、空調温度設定の変更を行っている。8月5日~9
http://www.library.pref.iwate.jp/ex/hiraizumi/
月25日、企画展「世界の平泉へ」開催。

8.27

HPに特記なし。通常通り。
http://www.actv.ne.jp/˜aobunspo/
地震により一時休館していたが再開（弘前市公式ツイッター）。通常通り。7月16日より「弘前ねぷた
http://www.hi-it.net/˜hakubutsu/
展」開催（8月28日まで）。
HPに特記なし。通常通り。
http://www.hi-it.net/˜hakubutsu/
HPに特記なし。通常通り。
http://www.hi-it.net/˜hyakkoku/
3月12日は地震による停電のため臨時休館（ブログ）、その後再開。HPに特記なし。通常通り。計画 http://www.hi-it.jp/˜touboukan/
停電実施の際は臨時休館の予定。
http://blogs.yahoo.co.jp/narumikanametouboukan

http://www.jazz.nango-net.jp/˜nbh̲info/index.html

http://www5.ocn.ne.jp/˜towada/

http://inoues.net/family/fukaura̲museum.html

http://www.town.rokunohe.aomori.jp/www/contents/122109
3882827/
http://www.jomon.ne.jp/˜pulaza97/
http://www.town.aomorinanbu.lg.jp/guide/00000010/00000190.html
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<1>

県
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被災等に関する状況

WEB/連絡先等

確認日

岩手県 盛岡市

岩手県民会館

通常通り。会館の呼び掛けに応じ、レコード会社や音響機器メーカーなどから同館にTシャツや文具
など約7,000点余りの支援物資が到着、順次被災地に届けている。4月30日、自主事業として大船渡
リアスホールで物資とともに、岩手県民謡協会のメンバーが、ロビーで民謡を披露。5月7日・8日に予
定していた岩手県民オペラ「魔法の笛」公演は平成24年5月に延期。主催事業の5月14日・15日の
http://www.echna.ne.jp/˜iwkenmin/
ミュージカル「アテルイ」は、公演を延期。5月31日、大船渡市・甫嶺小学校でバイオリニスト神尾真由
子による支援コンサート。6月1日、宮古市・磯鶏小学校と鍬ヶ崎小学校で神尾真由子被災地慰問コ
ンサート。6月3日は大槌町・吉里吉里中学校および大槌中学校で。6月29日予定の「ドレスデン・フィ
ルハーモニー管弦楽団」公演は中止。9月5日、延期していた「アテルイ」上演。

岩手県 盛岡市

盛岡市民文化ホール

通常通り開館。4月15日「ＭＲ．ＢＩＧ」コンサート、急きょ開催（当初予定：岩手県民会館）。海外アー
ティストとしては震災後初の東北地方でのコンサート。会場で募る義援金と、チャリティーＣＤの売り
http://www.mfca.jp/institution/shiminBunka/
上げの一部は日本赤十字に寄付。7月予定されていたブカレスト国立歌劇場 歌劇「カルメン」は、同
劇場の来日中止に伴い公演を中止。9月23日、主催事業の読売日本交響楽団公演。

岩手県 盛岡市
岩手県 盛岡市
岩手県 盛岡市

盛岡劇場・河南公民館
キャラホール・都南公民館
姫神ホール（盛岡市渋民公民館内）

岩手県 宮古市

宮古市北上山地民俗資料館

岩手県 宮古市

宮古市民文化会館

展示室、ロビー、大ホール舞台や客席に浸水。当分の間、休館。宮古市の8月23日現在の被災状況
http://www.miyako-hall.co.jp/
は死者522名、避難所1カ所（中里団地市営住宅）、避難者数4名（宮古市HP）。

8.27

岩手県 大船渡市

大船渡市民文化会館 リアスホール

震災で閉館し、リアスホールは避難所に。岩手県HPによると6月21日の時点で105名収容、直通電話
は不通だった。併設の市立図書館は6月4日より開館。9月7日より大ホールとマルチスペースを除く
http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/122665467
施設の貸し館業務を再開。修繕中の大ホールとマルチスペースについては、10月1日から貸館業務
4469/index.html
を再開予定。8月26日現在の大船渡市の死者行方不明者は計452名、避難所1カ所（大船渡地区公
民館）、避難者数5名（岩手県HP）。

8.27

岩手県 花巻市

萬鉄五郎記念美術館

HPに特記なし。通常通り。花巻市の被災状況は死者1名（４月6日）。7月14日の時点で沿岸被災市
町村からの被災者計433名を市内の宿泊施設と市内雇用促進住宅へ受け入れていた（花巻市HP）。 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/sightseeing/yorozu/
8月25日現在の避難所数は0。

8.27

岩手県 花巻市

花巻市文化会館

被害なし。通常通り。3月13日に予定されていた自主事業公演「10th Anniversary桑島法子 朗読夜
〜春〜2011」は、8月20日に変更。9月10日に自主事業「宮沢和史 弾き語りコンサート 東北寄り道」 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/bkkaikan/
開催。

8.27

岩手県 北上市

利根山光人記念美術館

HPに特記なし。市内には大きな被害なし（「広報きたかみ」3月25日号）。平常通り。

岩手県 北上市

北上市文化交流センターさくらホール

地震の影響により、3月21日予定の「しまじろう みんなでたんけん！みなみのしま」公演は中止。4月
1日より通常営業再開。公演を通じた復興支援プロジェクトを立ち上げる。5月3日にチャリティ・ライブ
「がんばるいわてfromさくらホール」開催。チャリティーライブによる剰余金にNPO法人、芸術工房が
事前に会員から集めた義援金を加えた466,000円は、岩手県災害義援金募集委員会から共同募金 http://www.sakurahall.jp/
会を通じ県内の被災者へ贈られた。5月に予定していた「ウィーン・クラシックス」公演は来日を断念し
たため中止。6月23日の自主事業公演「東京バレエ団 白鳥の湖」では販売したチケット料金の5パー
セント相当額を義援金として支援を必要としている芸術文化分野に寄付。

8.27

岩手県 久慈市

久慈市文化会館 アンバーホール

通常営業中。チケットセンター窓口に募金箱を置き、4月30日までで28,488円が集まり、久慈市災害
義援金口座に入金。引き続き募金箱設置中。10月3日予定の東日本大震災復興支援 「芸協出前寄 http://www2.city.kuji.iwate.jp/ahall/
席」（入場無料、要整理券）は、整理券全券配布済。

8.27

岩手県 遠野市

遠野市民会館

通常通り。（遠野市役所は全壊のためショッピングセンター「とぴあ」2Fに移転）

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

遠野市文化交流施設 みやもりホール
一関文化センター

5月1日より利用可能に。通常通り。
平常通り。9月3日、わらび座ミュージカル「アテルイ」公演。

岩手県 陸前高田市

海と貝のミュージアム

震災により全壊、閉鎖中。震災による陸前高田市の被害状況は、死亡者数1,487名（8月25日現在）。
全壊した陸前高田市の公共施設：市庁舎本庁舎、中央公民館、市立図書館、市立博物館、市民体 http://www.web-aquarium.net/aquarium/aq̲230.html
育館、海洋センターなど。

9.2

岩手県 陸前高田市

陸前高田市民会館

外観を残し全壊。HPは閉鎖中。震災による陸前高田市の被害状況は、死亡者数1,487名（8月25日
現在）。全壊した陸前高田市の公共施設：市庁舎本庁舎、中央公民館、市立図書館、市立博物館、 http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/
市民体育館、海洋センターなど。

9.2

通常通り開館。10月8日、こまつ座「キネマの天地」公演（主催事業）。
http://www.mfca.jp/institution/morigeki/
被害なし。通常通り開館。8月5日~7日、主催事業「親指こぞう‐ブケッティーノ」上演。
http://www.mfca.jp/institution/kyarahall/
被害なし。通常通り開館。
http://www.mfca.jp/institution/himekami/
震災により3月31日まで臨時休館していたが4月1日より通常通り開館。展示室は、地震の揺れにより
http://kitakamisanchi.city.miyako.iwate.jp/
展示物や解説プレートが数点落下したが、復旧。建物等に被害はなし。

http://www.city.kitakami.iwate.jp/sub03/shisetsu/shisetsu0
6/page̲1282.html

http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/35,14160,167,203,ht
ml
http://www.tonotv.com/members/shisetsu/link1.html
http://ichi-bun.com/
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WEB/連絡先等

確認日

岩手県 釜石市

釜石市民文化会館

釜石市HPの文化会館紹介ページには特記なし。被害大きく、1階（ロビー、大ホール、展示室、リ http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/9,409,56,html
ハーサル室、事務所）が浸水。当分の間、休館。釜石市の被害状況は死者・行方不明者数1,103名
（8月22日現在）。避難者数は最大で9,883人、避難所は63カ所にのぼった（広報かまいし8月臨時号）
http://www.ldeaj.or.jp/html/branch/page.php?id=236
が、8月25日現在、避難所はゼロに。仮設住宅3,126戸建設。

岩手県 二戸市

二戸市シビックセンター

HPに特記なし。通常通り。福田繁雄デザイン館で企画展の「福田繁雄ーポスターの愛デアルー」展
http://www.civic.ninohe.iwate.jp/
を開催（9月25日まで）。

9.2

岩手県 二戸市

二戸市民文化会館

平常通り。5月1日、芸術広場で東日本大震災復興チャリティー「さくらコンサート」実施。被災者支援
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/ninohe/index1.html
のための募金を行った。節電のため、当面の間、通常の開館時間を短縮（開館時間=9時~18時）。

9.2

岩手県 奥州市

奥州市文化会館 Zホール

通常通り。6月12日に自主事業として震災復興支援チャリティー「奥州歌謡祭り」開催、収益の一部を
東日本大震災義援金として寄付。7月23日に東日本大震災復興支援チャリティー「菅原潤フルートリ
http://www.oshu-bunka.or.jp/zhall/
サイタル」開催。9月3日の自主事業、東北応援コンサートin奥州「ロシア民謡でつなぐふるさとの歌、
心の歌」は被災者は無料。

9.2

岩手県 奥州市

胆沢文化創造センター

ホールおよびその他施設が被害を受け、大ホールの使用が不可能に。復旧は10月下旬の予定。小
http://isawabunso.com/
ホール・和室会議室・研修室・スタジオは従来通り使用可能。

9.2

岩手県 奥州市

前沢ふれあいセンター

火曜~土曜日は通常通り21時まで使用可。エネルギー節約のため日曜日に限り17時以降の施設利
http://furesen.com/
用が無い場合は18時に閉館。ホールは6月より使用可能に。

9.2

岩手県 奥州市

江刺体育文化会館 ささらホール

施設に損傷が発生。6月中に修理工事を終了、7月1日より再開。7月10日、主催事業の「駒沢大学吹
奏楽部コンサート2011 in 江刺」公演。9月3日、林隆三による朗読とピアノの弾き語り「賢治童話の世 http://sasarahall.esashi.or.jp/
界」（主催事業）公演。

9.2

岩手県 岩手町

岩手町立石神の丘美術館

地震により3月14日まで休館。その後節電のため4月22日まで開館時間を短縮して（午後3時まで）開 http://ishigami-iwate.jp/
館（ブログ）。7月30日より9月4日まで企画展「高橋行雄展」開催。
http://blog.ishigami-iwate.jp/

9.2

http://www.vill.takizawa.iwate.jp/view.php?pageId=2254
http://chaguchagu.exblog.jp/
http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/yahaba/index2.html
http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/10,5911,25,49,ht
ml
http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/hp/chuou/index.html
http://www.town.kanegasaki.iwate.jp/99sonota/jisin/higasini
hondaisinsai001.htm

9.2

岩手県 滝沢村

滝沢ふるさと交流館 チャグチャグホール 4月1日より通常使用。

岩手県 矢巾町

矢巾町文化会館 田園ホール

平常通り。9月24日に「田園フィルハーモニーオーケストラ 第８回演奏会」を予定（自主事業）。

岩手県 西和賀町

西和賀町文化創造館 銀河ホール

被害なし。通常通り開館。

岩手県 金ケ崎町

金ケ崎町中央生涯教育センター

4月1日より貸し出しを再開。平常通り。

岩手県 平泉町

平泉文化遺産センター

震災で閉館したが4月1日より開館。平常通り。6月26日「平泉‐仏国土（浄土）をあらわす建築・庭園 http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/site/entry/cat140/cat14
および関連する考古学的遺跡群‐」がユネスコの世界遺産に登録決定。
9/cat739/14.php

9.2

岩手県 山田町

山田町立海と鯨の科学館

HPに特記なし。津波によりほぼ全館が浸水、休館中。泥まみれになったものの流失を免れたマッコ http://www.town.yamada.iwate.jp/kujirakan/
ウクジラの骨格標本を洗浄し、再開を目指す。山田町の震災の被災状況は、死者723名（8月22日現
在、山田町HP）。避難所に一時約3,000人が避難していたが、8月31日をもって全避難所を閉鎖。仮 http://www.asahi.com/national/update/0407/TKY20110407
設住宅1,940戸建設終了。
0207.html

9.2

岩手県 洋野町

洋野町民文化会館 セシリアホール

平常通り。

せんだいメディアテーク

5月3日に4階以下のフロアを暫定的に再開。5階ギャラリーは6月17日より、6階ギャラリーは6月10日
より公開。7階が使用できないため、施設利用受付・メディアテーク事務室を当分の間2階に設置。7
階スタジオの利用が困難な状態であることから、せんだいメディアテーク主催のイベント、説明会、
ミーティング、公募型講座、goban tube cafeなど、スタジオ活動を中止。7階は西側天井が落下するな http://www.smt.city.sendai.jp/
ど震災の被害が大きいため、復旧工事は平成23年度末までかかる見込み。5月3日~8日、1階オー
プンスクエアで復興のスタートに向けたイベント「歩きだすために」を開催。在仙の演劇人による宮澤
賢治の詩の朗読、鷲田清一、伊東豊雄、タノダイガらの各氏によるトークイベント、みやぎ音楽支援
ネットワークとともに「今、音楽にできること」を語る会が行われ、震災復興パネルを展示。今後も1階
オープンスクエアを開放し、震災復興に動く仙台の人々に向けた、治癒、交流、再活性のための広場
として、年間を通して、トークセッション、カフェイベント、公開会議、市民団体等の活動報告会などを
実施していく。また2階に、市民・専門家・スタッフによる「3がつ11にちをわすれないためにセンター」
を開設。市民による震災復興情報の発信と記録を支援していく。1階のオープンスクエアで「考える http://recorder311.smt.jp/
テーブル」として人が集い語り合いながら震災復興や地域社会、表現活動について考えていく場を提
供。名取市在住の写真家、志賀理江子の連続レクチャーなどのトークイベント（6月12日から3月ま
で）や公開会議、市民団体の活動報告会などを開催。

宮城県 仙台市青葉区

http://www.town.hirono.iwate.jp/life/education/cf/3678.html

9.2
9.2
9.2
9.2

9.2

9.9

<3>

県

市

施設名

被災等に関する状況

WEB/連絡先等

確認日

宮城県 仙台市青葉区

仙台市民会館

視聴覚室、調理実習室、第1第2教養室、第1~7会議室、特別会議室、和室2は5月10日より、展示室
は5月18日より、小ホール、楽屋、主催者準備室は6月6日より貸し出し再開。8月29日、1階ロビーに
て「仙台国際音楽コンクール優勝者による 復興の調べヴァイオリンコンサート」開催。大ホール・和 http://www.tohoku-kyoritz.co.jp/shimin/index1.html
室1は引き続き貸し出し不可だったが9月28日より全館貸し出しを再開。有料駐車場、ホール・展示室
のための搬入駐車場は震災被害のため利用不可。

宮城県 仙台市青葉区

仙台市青年文化センター

コンサートホール、エッグホール、練習室1~4、会議室1~3、研修室1~3、音楽スタジオ、音楽調整 http://www.bunka.city.sendai.jp/seinenbunka/
室、ビデオスタジオ、ビデオスタジオ控室、アトリエ、ミーティングルーム1・2、和室1~3、茶室、クッキ
ングルーム、ギャラリー、パフォーマンス広場は7月1日より再開。シアターホールと交流ホールが7月
http://www.bunka.city.sendai.jp/topics/index.html#higai
29日に再開し、全施設が再オープン。

9.9

宮城県 仙台市青葉区

仙台市広瀬文化センター

全館休館していたが、リハーサル室は、4月26日より貸出し再開。ホール等のその他の施設は10月1
http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/hiros
日より貸し出を再開し、通常どおりの開館となる。併設の広瀬市民文化センターはが一時、臨時避難
e/index.html
場所となった。

9.9

宮城県民会館 東京エレクトロンホール

再開の目途がたたず、当面の間（10月末頃まで）、全館の使用を中止。「がんばろう宮城！！」避難
所訪問演奏事業を開始。4月10日より沿岸地域の各避難所を訪問し（山元町立山下中学校、名取市
文化会館、多賀城市文化会館、塩釜公民館、岩沼市民会館、若林体育館、石巻河北総合支所・河
http://www.miyagi-hall.jp/
北総合センタービッグバン、宮城野総合体育館、亘理町中央児童センター、善王寺小学校、東松島
市コミュニティーセンター）、県内アーティストによる演奏訪問活動を実施。今後の見通しが決まった
らHP等で告知の予定。

9.9

宮城県 仙台市青葉区

宮城県美術館

震災にともない一時休館した。建物には被害なし。「アンドリュー・ワイエス展」を中止。5月1日より佐
http://www.pref.miyagi.jp/bijyutu/museum/
藤忠良記念館、創作室1・2、図書室を再開。7月5日より本館コレクション展示およびミュージアム
ショップ再開。レストラン・コーヒーチョップは閉店中。4月30日から6月末まで宮城県美術館におい
て、全国美術館会議会員館からの派遣職員と、東北芸術工科大学、外部修復家、および現地ボラン http://www.zenbi.jp/earthquake/tohoku/action/rescue/
ティア（東北大学）の協力により、石巻文化センターの被災美術資料の応急処置作業を行った。

9.9

宮城県 仙台市若林区

仙台演劇工房10-BOX

地震発生後5日間は避難所に。5月1日より、施設の利用を再開。開館時間は9時~22時。通常どおり
の延長利用も可能。HPのサイト移転（アドレス変更）。8月25日、別館「能−BOX」（イベント倉庫として
http://www.gekito.jp/
親しまれてきた協同組合仙台卸商センター所有の倉庫を改修し、個人の方から仙台市に寄贈された
稽古用能舞台を移築した施設）がオープン。

9.9

宮城県 仙台市若林区

仙台市若林区文化センター

震災後、全館休館していたが、展示ホール・スタジオ・第1・2練習室は9月1日より、ホール・リハーサ http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/waka
ル室は10月1日より貸出業務を再開。一時避難所として開放された。
bayasi/index.html

9.9

宮城県 仙台市太白区

楽楽楽（ららら）ホール天井落下。壁面など一部亀裂。窓ガラスなど破損。3月20日仮設避難所閉鎖。
仙台市太白区文化センター 楽楽楽ホー 展示ホール、スタジオ、音楽練習室は5月10日より、リハーサル室は7月1日より施設の貸出しを再 http://www.stks.city.sendai.jp/hito/WebPages/sisetu/taihak
ル
開。楽楽楽ホールは現在設計中で平成23年度中に再開予定。6月18日に主催事業として、地下1階 u/index.html
展示ホールおよびオープンスペースで「震災復興支援 チャリティーコンサート」開催。

宮城県 仙台市泉区

イズミティ21（仙台市泉文化創造セン
ター）

宮城県 石巻市

石巻市民会館

宮城県 仙台市青葉区

宮城県 石巻市

石巻文化センター

宮城県 石巻市

石巻市多目的ふれあい交流施設遊楽館

宮城県 石巻市

雄勝硯伝統産業会館

震災で、大ホールの客席天井が落下するなど被害をうけ、全館休館。7月上旬より復旧工事開始。1 http://www.bunka.city.sendai.jp/izumity21/
階の展示室、2階の会議室第1練習室、第2練習室、和室1、和室2、スタジオ、特別応接室、市民ギャ
ラリーは9月1日から使用を再開。大ホール・小ホールは、今年度末までの再開を目指して引き続き http://www.bunka.city.sendai.jp/topics/index.html#Izumity̲r
復旧工事を実施中。
esume̲20110901
一時、避難所として使われた。現在、予約受付中止中。
http://www1.odn.ne.jp/˜adf53200/center/
被害大きく、休館中。収蔵庫内部に津波の浸水があり、一部には瓦礫等が堆積。瓦礫を撤去し、文
化庁の「文化財レスキュー事業」の一環として、全国美術館会議のレスキュー隊が4月26日から29日
まで、被災美術資料（絵画、彫刻、素描、資料等）212件を運び出し、宮城県美術館へ搬入。4月30日
から宮城県美術館において、石巻文化センターの被災美術資料の応急処置作業を6月末まで行っ http://www1.odn.ne.jp/˜adf53200/center/
た。9月6日、N's-SQUAREにて、がんばろう石巻！応援コンサート「福田進一（ギター）松原勝也（ヴァ
イオリン）デュオコンサート」開催（石巻市文化スポーツ振興公社主催事業）。9月22日もN's-SQUARE
にてがんばろう石巻！応援コンサートを開催。
館内修繕のため、遊楽館は当分の間、休館。利用再開の予定は現在のところ未定。石巻市HPによ http://www.city.ishinomaki.lg.jp/yuugakukan/yugaku.jsp
ると避難所に。6月29日の時点で58名避難中、9月7日現在、避難者は26名。
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/hishokoho/zisinn2011̲5.jsp
http://www.city.ishinomaki.lg.jp/ogatsu/sangyokanko/oginds
震災の影響で開館を休止。再開時期は未定。
utry/suzirikaikan.jsp

9.9

9.9

9.9
9.9

9.9

9.9
9.9

<4>

県

市

施設名

被災等に関する状況

WEB/連絡先等

確認日

宮城県 石巻市

宮城県慶長使節船ミュージアム

震災によりドックに係留中の復元船と、これを囲んで建っていた展示公開施設には、10メートルを超
える津波が押し寄せ、棟内外の大半を破損、流失。ミュージアム施設の一部を避難された方々に提 http://www.santjuan.or.jp/
供し、8月10日に避難所は閉鎖。復元船と展示棟（ドック棟）を復旧する作業に着手。ばらくの間、臨
時休館。8月20日、21日に日本科学技術振興財団と石巻専修大学主催の『青少年のための科学の
祭典2011 ~未来への道標~ 石巻大会』へ会場提供。10月29日には、例年の恒例だった「サン・ファ http://www.santjuan.or.jp/director.html
ン・バウティスタ出航記念日」のイベントを開催。

宮城県 石巻市

おしかホエールランド

震災により、休館中。

http://www.city.ishinomaki.lg.jp/osika/sangyokanko/sisetu/
whaleland.jsp

9.9

宮城県 石巻市

北上川・運河交流館 水の洞窟

震災による施設等の損傷により、休館中。

http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/mizu-no-dokutsu/top.html

9.9

宮城県 塩竈市

塩竈市遊ホール

http://www.city.shiogama.miyagi.jp/guide/svGuideDtl.aspx?s
HPに特記無し。利用は不可だったが（4月25日付塩竃市対策本部ニュース第49号）、5月1日より会議 ervno=103
室、和室、遊スタジオが開館し（5月2日付塩竃市対策本部ニュース第53号）、通常開館中（同58号）。
http://www.city.shiogama.miyagi.jp/html/emergency/bousai
9月4日、優秀映画鑑賞事業開催。
/bousaikunren/shiogama-new.html

9.9

気仙沼市民会館

http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/121186710
HPに特記無し。会議所を避難所として開放。6月27日現在150名収容、9月7日現在67名収容。大 2255/index.html
ホール客席や舞台の破損があり、大変危険な状態にあることから、当面の間、会館業務は休止（気
http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/121773047
仙沼市HP）。
2346/index.html

9.9

宮城県 気仙沼市

気仙沼市はまなすの館

http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/128935092
HPに特記無し。使用不可となりロビーに気仙沼市災害ボランティアセンター（後に「気仙沼市社会福 5741/index.html
祉協議会ボランティアセンター」と改称）本吉支所が設置されていた（気仙沼市HP市民の皆様へお知
らせ6月29日作成）。8月12日より通常通り開館（気仙沼市HP市民の皆様へお知らせ8月27日作成）。 http://www.city.kesennuma.lg.jp/www/contents/131483172
0256/index.html

9.9

宮城県 気仙沼市

リアス・アーク美術館

震災を受け、休館した。津波による建築・作品資料等への被害はないが、地震により一部建築にク http://www.riasark.com/
ラックが入るなどの被害あり。また、作品資料も数点が転倒、一部破損。その数点を除く全ての作品
には被害はない（4月13日付ニュース）。電話とネット回線は復旧、職員が平日出勤している。最新 http://www.riasark.com/modules/news/article.php?storyid=
ニュースのコーナーはブラウザによっては閲覧不可能。
93

9.9

宮城県 白石市

白石市文化体育活動センター ホワイト
キューブ

一時、避難所に（3月22日まで）。部分的に休館していた。コンサートホール、リハーサル室、会議室 http://www.shiro-f.jp/whitecube/
は7月1日より一部営業再開。9月1日、アリーナおよびトレーニングルームが一般利用再開し、すべて
の施設が通常通り使用できるように。6月19日、しんきんホール（仙南信用金庫本店3階）にて「災害
支援チャリティーコンサート」開催。9月18日「まったりわらって元気でおじゃる白石チャリティー・アニメ http://www.city.shiroishi.miyagi.jp/section/shoukan/gyoumu
上映会」開催。当日は会場内で、被災した白石城復興に向けての義援金の募金活動も行われる。 /kankou/ibento23nendo.html#M6

9.9

宮城県 名取市

名取市文化会館

震災後、休館。3月11日より避難所に。5月末避難所閉鎖。大ホールと中ホール以外は、安全確認を
経て8月1日より順次再開。大ホール、中ホールについては復旧工事中。4月16日公演予定の「清水ミ
http://bunka.natori.or.jp/
チコTALK&LIVE2011名取公演」は見送りになっていたが、大ホールの再開見通しがつかない状況か
ら中止と決定。

9.9

宮城県 角田市

角田市郷土資料館

宮城県 気仙沼市

宮城県 多賀城市

地震により当館建物に被害が生じたため、当分の間休館。館内を会場としない行事については、開
http://www.city.kakuda.miyagi.jp/syogai/page00001.shtml
催を予定。
大ホールおよび小ホールの使用が困難となり、その他の施設はすべて被災者の避難所として運営し http://tagajo-bunka.jp/
多賀城市民会館（多賀城市文化センター
ていたが現在は終了。復旧工事の開始にともない、文化センター全館が休館となる（再開時期は未 http://www.city.tagajo.miyagi.jp/saigai/hisaizyouhou.html#hi
内）
定）。
nansyasuu

9.9

9.16
9.16

岩沼市民会館

避難所となり、一時約800人が避難していたが、避難所は閉鎖に。7月11日ホール再開（広報いわぬ http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/010600/010603/
ま7月号）。
bakku.html

9.16

宮城県 登米市

登米祝祭劇場 水の里ホール

通常どおり営業中（小ホール4月15日再開、大ホール5月1日再開）。主催事業「復興支援映画会&フ
リーマーケット」（6月18日）では、大ホールで登米市視聴覚センター所蔵の映像ソフトを祝祭劇場の
大型スクリーンで無料上映。フリーマーケットの売り上げは日本赤十字社を通して震災被災者へ寄
贈。震災による家屋の倒壊や津波による流失でピアノを失った人に対し、スタインウェイ＆サンズ社 http://www.tome-syukusai.or.jp/
のフルコンサート用ピアノを今年度中、大ホール利用がない時に限り無料で貸し出し中（利用は1家
族・1グループ当たり3時間程度）。 3月18日に予定され、延期となっていた小椋佳「歌談の会」は9月
24日に公演決定。

9.16

宮城県 登米市

サトル・サトウ・アート・ミュージアム（登米 地震の影響により、しばらくの間臨時休館したが、現在は作品の鑑賞希望に対応。展示会場の照明
http://www.satorusato-artmuseum.jp/
市中田生涯学習センター3階）
は常時消灯し、来館者のいる時のみ点灯し、節電に務めている。

宮城県 岩沼市

9.16

<5>

県

市

施設名

被災等に関する状況

WEB/連絡先等

確認日

http://www12.plala.or.jp/aburahu/toyoma/kankou/mori.html
宮城県 登米市

登米町伝統芸能伝承館

利用可。

宮城県 登米市

登米市歴史博物館

震災の影響で、博物館周辺の駐車場・博物館入口周辺などに大きな損傷を受けたため、臨時閉館し
http://www.city.tome.miyagi.jp/rekihaku/
ていたが、5月18日より開館。博物館敷地内駐車場は利用不可。

宮城県 栗原市

栗原文化会館（アポロプラザ）

一部開館中。交流棟使用可、ホール棟使用禁止（栗原市HP、6月6日現在）。

http://www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/emergenc
y/saigai/110311̲jisin/living/index/1300882210/ssisetu̲110606.pdf

9.16

宮城県 東松島市

東松島市コミュニティセンター

震災により一般貸出を休止していたが、10月1日から一部利用を再開（ホールは、修繕が完了してい http://www.miyagi-hall.jp/sisetu/sisetu/01/01̲39.htm
ないため貸出の目処が立たない状況）。開館再開イベントとして、秋田県のジャズバンド「ブロンズ」 http://www.city.higashimatsushima.miyagi.jp/topics̲news/m
のコンサートや横手焼きそば300食の炊き出しなどを予定。
̲report/article/市コミュニティセンターの利用再開

9.16

宮城県 大崎市

大崎市民会館

http://www.city.osaki.miyagi.jp/people/kurashi/manabu/ma
HPに特記なし。大崎市HPの施設リストに一部利用不可の△印あり（大ホール利用不可、9月1日現 nabu04/03.html
在）。
http://www.city.osaki.miyagi.jp/20110311jisin/download/201
10901shisetu̲higai.pdf

9.16

宮城県 大崎市

大崎市民ギャラリー緒絶の館

http://www.city.osaki.miyagi.jp/guest/kanko/leisure/museu
HPに特記なし。地震の被害により8月22日現在、蔵展示場は使用不可だったが、9月1日には使用可 m.html
に（大崎市HP）。
http://www.city.osaki.miyagi.jp/20110311jisin/download/201
10901shisetu̲higai.pdf

9.16

宮城県 蔵王町

蔵王町ふるさと文化会館 ございんホール 一時県内被災者の受け入れ場所に。地震により破損した多目的ホールの貸し出しができない状況。 http://www.gozain.jp/

宮城県

大河原町（仙南地域広
仙南芸術文化センター えずこホール
域行政）

宮城県 大和町

http://www.city.tome.miyagi.jp/shogaigakushu/syakyosisest
u/riyou.html

破損個所の修復作業を行い、練習室・会議室が4月1日から再開したのに続き、大ホール、平土間
ホールも再開し、平常通り運営。「Art Support Tohoku-Tokyo（東京都による芸術文化を活用した被
http://www.ezuko.com/
災地支援事業）」の一環で、美術家・藤浩志を招いて、参加者と近隣の被災地を巡りながら復興につ
いて考えるワークショップ「ふじひろしとカンがえる」を開催（6月28日、29日／9月2日、3日）。

大和町ふれあい文化創造センター まほ 震災により休館。3月16日に避難所閉所。大ホール以外は4月1日から、5月1日からは全館利用可能
http://mahoroba-taiwa.jp/
ろばホール
に。
http://www.village.ohira.miyagi.jp/05kanko/01kanko/manyou
nomori.html#bijyutukan

9.16

9.16

9.16

9.16

9.16

宮城県 大衡村

大衡村ふるさと美術館

地震により休館したが4月23日より再開（大衡村HP）。

宮城県 加美町

加美町中新田文化会館 中新田バッハ
ホール

震災復旧工事のため休館し、7月末に工事完了。7月31日のＪ.Ｓ.バッハ「ミサ曲ロ短調」演奏会を皮 http://www.town.kami.miyagi.jp/kanko/index.php?option=co
切りに、8月1日から通常開館。
ntent&task=category&sectionid=4&id=80&Itemid=42

宮城県 加美町

墨雪墨絵美術館

震災のため、当分の間、休館。開館が決まり次第HPに掲載。

宮城県 加美町

芹沢長介記念 東北陶磁文化館

震災のため、当分の間、休館。開館が決まり次第HPで公表。

宮城県 美里町

美里町文化会館

会館に「美里町災害対策本部」が設置されたため通常業務を行っていなかったが、5月21日より業務
再開。新規の会館利用申請を6月1日より受付開始。9月11日、震災で練習会場や演奏会を行う場所
http://www.misato-hall.jp/
がなくなり、団員の中にも被災したメンバーがいる石巻市民交響楽団による「トヨタコミュニティコン
サートin美里」開催。

9.16

宮城県 南三陸町

南三陸スポーツ交流村 文化交流ホール

5月中旬に避難所機能終了。地震の影響により当面の間休館。スポーツ交流村内では、トレーニン
http://www.yokobs.net/sitei̲kanri/minami̲sanriku.html
グルームのみ、6月15日より再開。

9.16

http://www.village.ohira.miyagi.jp/06shisetsu/01syuyo/2011
-0419-1442-8.html

http://www.town.kami.miyagi.jp/kanko/index.php?option=co
ntent&task=category&sectionid=4&id=86&Itemid=42
http://www.town.kami.miyagi.jp/kanko/index.php?option=co
m̲frontpage&Itemid=1
http://www.town.kami.miyagi.jp/kanko/index.php?option=co
ntent&task=category&sectionid=4&id=84&Itemid=42
http://www.town.kami.miyagi.jp/kanko/index.php?option=co
m̲frontpage&Itemid=1

9.16

9.16

9.16

9.16

<6>

県

市

福島県 福島市

施設名

福島県文化センター

被災等に関する状況
WEB/連絡先等
震災後、休館。6月開催予定の第65回福島県総合美術展覧会（県展）は中止。被災者支援活動とし
て、「福島県文化センター移動子ども映画会・名作シネマ」（避難所を対象とし、上映作品・映写機材
等を文化センターで持参し、子ども向けの映画を上映）、「福島県文化センター移動コンサート」（5月7
日8日、県内のアーティストと連携しての移動コンサート）、「ファミリーシアター」（学校単位での児童
http://www.culture-center.fks.ed.jp/
劇と音楽公演鑑賞教室）などさまざまな主催事業を実施。応急修理により8月13日から視聴覚室、1
階会議室、応接室が、8月14日より小ホール、小ホール控室、第1和室、第2和室が、8月18日より2階
会議室兼展示室が利用可能に。ただし空調設備は不具合があり冷暖房はなし。大ホール、3階展示
室・ギャラリーは引き続き休館。

確認日

9.23

福島県 福島市

福島県立美術館

震災で休館したが4月12日より開館。9月10日から、県内の6つの美術館（いわき市立美術館、郡山
市立美術館、喜多方市美術館、CCGA現代グラフィックアートセンター、諸橋近代美術館、福島県立
美術館）が団結し、NPO法人福島県立美術館協力会の資金提供を受けて、各美術館の所蔵するコ http://www.art-museum.fks.ed.jp/
レクションを持ち寄って展示する企画展「がんばろう福島 生きる力・美の力」を開催中（~10月16
日）。

福島県 福島市

福島市公会堂

震災の影響により休館していたが9月11日より営業を再開。

福島県 福島市

福島市音楽堂

福島県 福島市

福島市古関裕而記念館

福島県 福島市

福島テルサ

福島県 福島市
福島県 福島市

福島市民ギャラリー
福島市写真美術館

福島県 会津若松市

會津風雅堂

福島県 郡山市

郡山市民文化センター

施設および設備等に被害を受けたため、当分の間臨時休館。来年3月の再開館を目指して、復旧工
事を進めることに。6月1日よりチケット販売業務は再開。市内施設で各種主催事業を実施中。9月28 http://www.bunka-manabi.or.jp/kc-center/
日には市内小学校で「東京都交響楽団弦楽四重奏演奏会」が開催される。

9.23

福島県 郡山市

郡山市立美術館

震災の影響により臨時休館していたが、施設の安全を確認したうえ、7月16日から再開。

9.23

福島県 いわき市

いわき芸術文化交流館アリオス

すべての業務を停止し、周辺住民等の避難所に（3月11日から5月5日）。アリオス別館（旧音楽館）に
ついては建築構造にさほど問題がないことを確認したが、4月11日の余震の影響により、隣に立つ市
の本庁舎1階平屋部分の損傷が進み危険な状態になったことを受け、4月18日から当面の間、市民
http://iwaki-alios.jp/
課等を別館の1〜4階に移転。大ホール、中劇場、小劇場やリハーサル室、スタジオ等の施設を有す
る本館部分は、舞台装置など一部損傷箇所を発見。一方、同館が2007年のオープン前から事業の
柱として市内各地で展開してきたアウトリーチ事業「おでかけアリオス」により主催事業を6月より再
開。その一環として6月5日に中劇場で上演予定だった劇団ままごとの「わが星」を、リーディ ング形
式で、いわき総合高校で無料上演。6月から、市民とアートを通じてまちの復興について考えるミー
ティング「アートおどろく いわき復興モヤモヤ会議」を継続的に開催。6月19日から安全確認・修復が
http://iwaki完了した施設から順次再開し、残る施設も10月19日に大ホール、中劇場、小劇場、11月1日に別館
alios.jp/cd/app/index.cgi?CID=news&TID=PAGE&dataID=00
音楽小ホール、稽古場、練習室、ラウンジが再オープンの予定。10月15日、16日に、ホール系施設
326
の再オープンのプレ事業として、「いわき街なかコンサート in TAIRA」を中劇場で開催。市民と協働
で、まちの音楽文化の復興にも取り組んでいく。

9.23

福島県 いわき市

いわき市立美術館

震災で休館したが再開。4月9日から予定していた「アルフォンス・ミュシャ展」、5月31日から予定して
いた「香水瓶の世界展」は開催を中止。9月17日~10月23日、いわきで被災した作家、一般公募によ http://www.city.iwaki.fukushima.jp/kyoiku/museum/
る復興への思いを込めた企画展「いま。つくりたいもの、伝えたいこと。」展を開催。

9.23

福島県 いわき市

アクアマリンふくしま

震災で休館していたが7月15日に再開。津波のため地下施設、および一階部分が浸水、電気系統が http://www.marine.fks.ed.jp/
破壊されたため、飼育生物の生命維持に必要なブロワー（酸素）、ろ過循環、水温維持ができなくな
http://blogs.yahoo.co.jp/fukushimaaqua/archive/2011/3/31
り、多くの生物が死亡。海獣類や鳥類は県外の動物園、水族館に避難。

9.23

福島県 白河市

白河市東文化センター

HPに特記なし。休館していた（白河市HP災害ページによる）が、4月1日より開館（ブログによる）。3月 http://www5.ocn.ne.jp/˜icando/hcc/index.html
13日に予定されていて中止になった「今川裕代ピアノコンサート」を10月16日に「復興支援チャリ
http://blog.livedoor.jp/higashi̲bunka/
ティー今川裕代ピアノコンサート」として行うことを決定（自主事業）。

9.23

福島県 白河市

アウシュヴィッツ平和博物館

福島県 白河市

白河市歴史民俗資料館

福島県 白河市

白河集古苑

http://www.f-shinkoukousha.or.jp/koukaidou/index.html
HPに特記なし。震災により一部施設に被害。5月10日より再開（全国公文協「公立文化施設被災館 http://www.f-shinkoukousha.or.jp/ongakudou/
の開閉状況について」）。
http://www.zenkoubun.jp/saigai̲fukushima̲list.pdf
HPに特記なし。平常どおり。
http://www.kosekiyuji-kinenkan.jp/
一時避難所に。館内設備点検を経て4月11日から利用を再開。震災の影響により営業を見合わてい
http://www.f-shinkoukousha.or.jp/terrsa/index.html
たた会議室、研修室も6月1日より通常営業を再開。
震災の影響により休館中。11月11日再オープンの予定。
http://www.f-shinkoukousha.or.jp/shimin/index.html
震災により当分の間、休館。春の企画展については開催の方向で検討中。
http://www.f-shinkoukousha.or.jp/hanano-shashinkan/
6月15日よりホール再開。9月21日に東京都交響楽団特別演奏会を開催。収益金の一部は東日本大
http://www.aizu-bunka.jp/fugado/
震災の義援金として寄付される。

http://www.city.koriyama.fukushima.jp/bijyutukan/

展示パネルが落下したり一部展示品が散乱たりしたが、3月22日以前には復旧。9月17日から広河 http://www.am-j.or.jp/index2.htm
隆一写真展「チェルノブイリ」を開催中（11月27日まで）。
http://www.am-j.or.jp/schedule/110322.htm
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/info.rbz?nd=497&ik=
HPに特記なし。平常どおり。
1
HPに特記なし。平常どおり。

http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/info.rbz?nd=498&ik=
1

9.23

9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23
9.23

9.23
9.23
9.23
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確認日

須賀川市文化センター

http://gyousei1.city.sukagawa.fukushima.jp/cb/hpc/Article大ホールは通常どおり営業しているが、須賀川市役所が被災し倒壊の恐れがあるため、小ホールに 3881.html
市役所総合サービス課、展示室に税務課、練習室に収納課と会計課が移転中（7月15日現在）。
http://www.city.sukagawa.fukushima.jp/saigai/pdfs/2011071
5̲tel.pdf

9.23

喜多方プラザ

せせらぎホール（大ホール）、小ホール、楽屋は5月9日より、その他会議室、練習室等は5月1日より
再開。6月30日の「ザ・蔵シックII 2011〜室内楽の楽しみ〜 渡辺克也 オーボエ・リサイタル」は、東日
本大震災復興応援プロジェクトとして、被災者を無料で招待。8月5日~8日、「喜多方発21世紀シア http://www.kitakataplaza.jp/
ター」開催、被災者を無料招待。12月1日から来年年3月31日まで施設改善・増設工事のため、小
ホールは利用休止。

9.23

福島県 喜多方市

喜多方市美術館

http://www.city.kitakata.fukushima.jp/bijyutsukan/
平常通り。震災で中断した公募展「2010公募：ふるさとの風景展」を6月4日に再開。出品者の善意に http://blogs.yahoo.co.jp/kcm̲of̲a/4409739.html
より展示作品を販売し、義援金として福島県の復旧復興のために寄付した（7月3日終了）。
http://www.kahoku.co.jp/spe/spe̲sys1062/20110615̲14.ht
m

9.23

福島県 二本松市

二本松市コンサートホール

HPに特記なし。平常どおり。9月4日親子のためのクラシックコンサート「音楽の絵本」を開催。

二本松市安達文化ホール

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/shiHPに特記なし。しばらくの間、使用不可（二本松市広報紙「広報にほんまつ」66号2ページによる）。そ adachi-9.html
の後再開。
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/yoyaku/s
hisetsu.html

福島県 須賀川市

福島県 喜多方市

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/shi-8.html

福島県 二本松市

福島県 二本松市

二本松市東和文化センター

HPに特記なし。平常どおり。

福島県 二本松市

二本松市地域文化伝承館

HPに特記なし。通常どおり（9月12日「観月のゆうべ」開催）。

福島県 二本松市

二本松市歴史資料館

福島県 二本松市

二本松市智恵子記念館

福島県 田村市

田村市文化センター

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/yoyaku/s
hisetsu.html

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/shi-towa9.html
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/yoyaku/s
hisetsu.html

9.23

9.23

9.23

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/shi-7.html

福島県 南相馬市

南相馬市民文化会館 ゆめはっと

福島県 南相馬市

南相馬市博物館

福島県 南相馬市

埴谷島尾記念文学資料館

福島県 伊達市

伊達市梁川美術館

福島県 本宮市

サンライズもとみや

福島県 本宮市

しらさわカルチャーセンター

http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/topix/230830kangetsu.html

HPに特記なし。震災により水道管が破裂し漏水。展示土器約10個体破損。軸物の箱2個破損。資料 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kurashi/shisetu/shi-6.html
に被害なし。一時休館していたが現在は再開。10月1日より企画展「〜最後の大和絵師〜荻生天泉
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/topix/230920-ogyuu作品・資料展」を開催。
tensen.html
http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kanko/chieko/seika.html
HPに特記なし。大きな被害なく、通常通り開館中（メッセージHP）。
http://www.tabizuru.jp/ouen/message/1104̲03.html
文化センターホールは4月29日より使用可能に。
http://www.city.tamura.lg.jp/ta̲bunka/ta̲kyouiku10.jsp
緊急時避難準備区域内に立地。破損等の影響により休館中だが（全国公文協「公立文化施設被災 http://www.yumehat.or.jp/
館の開閉状況について」7/20現在）、2012年1月から再開を予定、10月1日より施設利用予約を受け
付け開始（ホール、ギャラリー、練習室等）。避難所となった市内学校にて、所属するゆめはっとジュ
ニア･ウインド･オーケストラとも縁のあるcobaによる「避難所出張演奏」（5月11日、6月26日）を主催。 http://www.yumehat.or.jp/popup/riyoutyusi.html
http://www.city.minamisoma.lg.jp/hakubutsukan/museum.js
緊急時避難準備区域内に立地。休館していたが、8月9日より博物館の業務を一部再開。建物破損 p
はなし。
http://www.kenpakukyo.gr.fks.ed.jp/pdf/kenpakukyouhigai4.pdf
警戒区域内に位置しているためしばらく休館。
http://www.city.minamisoma.lg.jp/bungaku/
HPに特記なし。ロビーの彫像が倒れるなど震災の被害をうけ、約2週間休館し、3月末に常設展示 http://www.date-shi.jp/124/post-152.html
オープン（FDNによる館長インタビュー）。
http://www.f-date.net/2011/05/2-7.html
http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/19/147.html
4月4日より施設利用再開。
http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/19/shinsai20110412-1.html
当分の間、利用不可。

http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/30/148.html/

9.23

9.23

9.23
9.23
9.23

9.23
9.23
9.23
9.23
9.23

<8>

県

市

施設名

被災等に関する状況

WEB/連絡先等
http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/19/149.html
HPに特記なし。展示ケース、展示品（陶器）1点破損。エントランス天井照明器具の一部脱落。敷地
http://www.kenpakukyo.gr.fks.ed.jp/pdf/kenpakukyou内記念碑の落下（4月28日現在、福島県博物館連絡協議会HP）。一時休館後、再開。
higai4.pdf

確認日

福島県 本宮市

白沢ふれあい文化ホール

福島県 桑折町

桑折町文化記念館（旧伊達郡役所）/種
徳美術館

福島県 国見町

観月台文化センター

福島県 南会津町

御蔵入交流館南会津町文化ホール

福島県 会津坂下町
福島県 柳津町

五浪美術記念館
斎藤清美術館

開館中。3月10日よていていた「さだまさしコンサート」の振替公演を9月10日開催。9月25日に毎年開
http://okura.minamiaizu.org/
催「南会津太鼓まつり」を開催。
HPに特記なし。平常どおり。
http://www.town.aizubange.fukushima.jp/˜goro-museum/
節電のため空調や照明の節減を実施中。6月28日より「斎藤清 サイトウキヨシ・モダン」展開催。
http://www4.ocn.ne.jp/˜s.k.muse/

福島県 金山町

井村君江妖精美術館

平常通り。7月14日より「若月まり子／妖精の国展」開催。

福島県 泉崎村

泉崎資料館

福島県 矢吹町

矢吹町文化センター

福島県 郡塙町

塙町立あぶくま高原美術館

福島県 小野町

小野町ふるさと文化の館

福島県 楢葉町

楢葉町コミュニティセンター

福島県 双葉町

双葉町歴史民俗資料館

福島県 浪江町

マリンパークなみえ

地震と津波により内部は全壊の模様。外観は形を保っている（Google地図の写真）。浪江町は一部 http://www.nsci.or.jp/play/marinepark.html
が警戒区域、残りが計画的避難区域となっている。青少年のサッカー活動を支援するNPO「FARO」
http://moonstation.jp/ja/blog/index.php?itemid=371
が、毎年合宿を行ってきた当施設を支援するため、施設スタッフを招いてのチャリティイベントを5月
29日に渋谷区立広尾中学校で開催した。
http://faro-npo.jp/eventreport/

9.23

茨城県 水戸市

茨城県立県民文化センター

大ホールは被害が大きく、当分の間、使用不可。小ホール、本館集会室1〜6号、和室1号、一般展
示室、県民ギャラリー、分館集会室8~10号、和室2号は7月1日より再開。いばらき文化振興財団が http://www.ibarakiken-bunkacenter.com/
主催する公演はすべて中止。

7.7

茨城県 水戸市

水戸芸術館

震災のため休館したが、7月より順次再開の予定。復旧工事後の催しとして、7月9日,10日「水戸室内
管弦楽団第82回定期演奏会」。それに先立ち7月8日に水戸室内管弦楽団による「子どものための音
http://arttowermito.or.jp/
楽会」を茨城県武道館で開催。7月30日~9月10日「プレイ プレイ プロジェクト」（演劇）、7月30日~
10月16日「カフェ・イン・水戸2011」（美術）などを予定。今年度の水戸市芸術祭の事業は全て中止。

7.7

茨城県 水戸市

茨城県近代美術館

震災後、閉館していたが4月29日より再開。3月12日開幕予定だった展覧会「ふるさとを描く―いばら http://www.modernart.museum.ibk.ed.jp/
き美術風土記」を予定を変更して6月12日まで開催。5月8日までは無料展覧。エントランスホールに
http://plaza.rakuten.co.jp/momaibk/diary/201104290000/
「ふるさと義援金」のコーナーを設置（ブログ）。

7.22

茨城県 水戸市

水戸市立博物館

特別展を中止、休館していたが、7月1日より常設展オープン。

7.22

茨城県 日立市

日立市十王総合福祉センター（ゆうゆう
十王 Jホール）

茨城県 日立市

日立シビックセンター

茨城県 日立市

日立市民会館

HPに特記なし。敷地内の種徳美術館はしばらくの間、休館中。8月8日より、オンライン展示「江戸の
http://www1a.biglobe.ne.jp/shutoku/
絵画展 ようこそ美術館へ~今できること~」を開催中。
国見町災害対策本部および国見町役場機能がセンターに移転しホール内に役場仮庁舎があるた http://www.town.kunimi.fukushima.jp/kangetsudai/
め、ホール事業は開催不可能。今年度ホールで予定していた町主催事業はすべて中止。研修室、 http://www.town.kunimi.fukushima.jp/groups/somu/shomu/
和室等の施設は使用を再開し、町民講座などの事業は実施中。
floar/index.html

http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/yousei/yousei.html

http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/1663.html
http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/files/kouhou23-9.pdf
5月を安全確認と修理にあて、6月より開館。
http://www.yabukimachi.jp/bunka/
http://www.town.hanawa.fukushima.jp/view.rbz?nd=122&ik=
1&pnp=122&cd=41
HP特記なし。平常通り。
http://www.abukuma-shinkou.org/dtl.cgi?KNO2=382
http://www.town.ono.fukushima.jp/on̲kyouikuiinnkai/on̲kyoi
ku/on̲furusato/sougou/ono̲furusato̲top.jsp
HP特記なし。施設は郷土史料館に多数の損傷がみられたが（4/28福島県博物館連絡協議会加盟
http://www.town.ono.fukushima.jp/on̲top/on̲jishin.jsp
館被害状況 第四報）、現在は通常通り利用可（小野町HP）。
http://www.kenpakukyo.gr.fks.ed.jp/pdf/kenpakukyouhigai4.pdf
HPに特記なし。施設は一部損壊（全国公文協「公立文化施設被災館の開閉状況について」7/20現 http://yumesoso.jp/item.php?itemid=142
在）。楢葉町全域が警戒区域または緊急時避難準備区域にあたっている（福島県HP）。
http://www.zenkoubun.jp/saigai̲fukushima̲list.pdf
被害不明。双葉町は全域が警戒区域に当たる（原発所在地）。双葉町役場は埼玉県加須市の旧埼
http://www.town.futaba.fukushima.jp/index.html
玉県立騎西高校内に移転。
HP特記なし。平常通り使用中（広報いずみざき9月号）。

http://business4.plala.or.jp/shihaku1/
http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/viewer/info.html?id=747
HPに特記無し。（日立市HPによると）震災後、3月中は避難所にあてられていた。4月になり、Jホー
http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/statics/hitachiu/1464/p00
ルを除き再開。Jホールは当分の間、休館。
5.html
建物内部の損傷により休館していたが、7月1日より科学館、天球劇場を除いた音楽ホール、多用途
http://www.civic.jp/
ホール、音楽室、マーブルホールの施設の利用を再開。科学館、天球劇場は7月21日再開予定。
5月1日より会議室再開。ホールは再開予定がたてられない状況。
http://www.net1.jway.ne.jp/hccfound/
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確認日

茨城県 日立市

多賀市民会館

5月1日より会議室、6月1日よりホールが再開。7月16日17日に、東日本大震災復興事業、街角小劇
場〜演劇で街を元気に〜シリーズ第一弾として、日立市を舞台にした市民により手作り映画「みんな http://www.net1.jway.ne.jp/hccfound/index.html
のうた」上映および宮沢賢治作「セロ弾きのゴーシュ」上演。

茨城県 古河市

古河歴史博物館

HPに特記なし。

茨城県 古河市

篆刻美術館

震災により休館したが、美術学習室を6月1日から、美術館を6月25日より再開。

茨城県 古河市
茨城県 古河市

古河街角美術館
古河文学館

HPに特記なし。平常通り開館。
HPに特記なし。平常通り開館。

茨城県 古河市

古河市立三和資料館

HPに特記なし。

http://www.city.ibarakikoga.lg.jp/06renewal/sisetu/bunka/sanwasiryokan/sanwasir
youkan.htm

7.22

茨城県 石岡市

石岡市民会館

HPに特記無し。平成21年度自主事業は未定。

http://www.city.ishioka.lg.jp/index.php?pid=419

7.7

茨城県 結城市

結城市民文化センター アクロス

4月1日より大ホール以外の施設を再開。6月12日、アクロス共催コンサート、T.M.Revolution T.M.R
LIVE REVOLUTION'11 「-CLOUD NINE-」で大ホール再開。7月30日にけやき公園屋外ステージで、
http://www.yuki-across.net/
アクロス共催・東日本大震災復興支援チャリティー「第16回つむぎの郷サウンドフェスタ」開催予定
（雨天時：アクロス大ホール）。

茨城県 龍ケ崎市

龍ケ崎市文化会館

茨城県 下妻市

下妻市民文化会館

茨城県 常総市

常総市地域交流センター

茨城県 常総市

常総市地域交流センター

茨城県 常陸太田市

施設の一部に被害が生じ、修繕を要する状況にあるため、大ホールの利用を中止。再開の見通しは
常陸太田市民交流センター パルティホー
なし。大ホール以外の施設については、これまでどおり利用可。７月10日、ロビーで自主事業「パル http://edu.city.hitachiota.ibaraki.jp/palty/index.htm
ル
ティホールロビーコンサート2011 小さな音楽会」を実施。

茨城県 常陸太田市

常陸太田市郷土資料館

震災後、郷土資料館本館1Ｆ展示室部分のみを4月1日よりオープン。郷土資料館別館は、建物が危
http://edu.city.hitachiota.ibaraki.jp/museum/
険な状態にあるため、立ち入りを禁止。梅津会館は使用中止。

7.22

茨城県 高萩市

高萩市文化会館

ホールは、しばらくの間休館。会議室は、4月19日から利用可能に。ただし、給水設備が破損してい
http://www.jsdi.or.jp/˜taka-kyo/01bunka/framepage.htm
るためトイレ等は使用不可。

7.7

茨城県 笠間市

笠間公民館

http://www.city.kasama.lg.jp/kouminkan/kasama/
HPに特記無し。玄関およびホール前一部陥没。ホール内仏像上部破損2体。会議室照明蛍光灯2本
破損。和室天井一部破損。3月12日より市役所臨時支所として使用、後に市役所笠間支所が移転。 http://www.city.kasama.lg.jp/cgibin/upsys/view̲hp.cgi?mode=news&mode2=detail&n̲no=161
会議室（会議優先）・大ホール・和室のみ貸出し（笠間市HPの被害状況による）。
4&type=dis

7.7

茨城県 笠間市

茨城県陶芸美術館

茨城県 取手市

取手市立市民会館

茨城県 牛久市
茨城県 ひたちなか市

牛久市中央生涯学習センターホール
ひたちなか市文化会館

茨城県 ひたちなか市

http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/rekihaku/
http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/tenkoku/
http://www.city.ibarakikoga.lg.jp/06renewal/new/2011/2011̲05/tenkoku̲saikai.htm
http://www.city.koga.ibaraki.jp/machikado/
http://www.city.ibaraki-koga.lg.jp/bungaku/

平常通り。延期した「スターダストレビュー」のコンサート（3月26日予定）を6月18日に振り替え公演。 http://www3.ocn.ne.jp/˜ryubun1/
http://www.city.shimotsuma.lg.jp/jishu̲bunka/index.html
HPに特記無し。下妻市広報紙「広報しもつま」4月号によると、被害あり。しかし軽微の模様。平常通
http://www.city.shimotsuma.lg.jp/koho̲shi/pdfs/koho23̲4.p
り開館。
df
HPに特記無し。常総市HP災害対策本部の情報によると、3月22日現在、安全が確認されるまで当面 http://www.city.joso.lg.jp/joso/www/00491.html
使用中止。6月20日最終更新までの対策本部情報には再開のアナウンスなどはなし。
http://www.city.joso.lg.jp/joso/www/02568.html
地震の後、安全面を考慮して安全が確認されるまで、ホールの使用を中止。
http://www.city.joso.lg.jp/joso/www/00457.html

7.7
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7.7
7.7
7.7
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7.22
7.7

地震のため休館したが再開。平常通り。
天井が崩落。大ホールはしばらく休館。9月より再開の予定だが、工事期間の延長等により利用が中
止または振替になることも。
ホールの安全性を確認し、5月1日より利用再開。
5月1日よりコミュニティ棟の運用を再開。ホール棟は被害が大きくしばらくの間利用できない状態。

http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

7.22

http://homepage2.nifty.com/3251/siminnkaikan.htm

7.7

http://www.clef.com/ushiku/
http://business4.plala.or.jp/h-lcs/bunka/b-top.html

7.7
7.7

ワークプラザ勝田（ひたちなか市勤労者
総合福祉センター）

復旧工事が終了、7月より全施設を通常通り貸し出し。

http://www.workplaza.or.jp/

7.7

茨城県 潮来市

水郷まちかどギャラリー

HPに特記なし。平常通り開館。

http://suibiken.jp/
http://suibiken.jp/blog.html

7.22

茨城県 常陸大宮市

常陸大宮市文化センター ロゼホール

建物内部の損傷のため、休館中。会議室1、会議室2、リハーサル室1、リハーサル室2、和室は7月
末まで、小ホールは9月末まで、大ホールは来年3月末までの利用の受付けを中止。震災復興と地
http://www.roze-hall.net/
域活性化の一環としてイベント「ロゼ七夕まつり 2011」を7月3日に南側広場で開催。施設利用の再
開・受付開始についてはHPで告知の予定。

7.7

茨城県 那珂市

那珂市総合センターらぽーる

HPに特記無し。3月は一時避難所にあてられる。一部の部屋を除き4月14日より開館（那珂市HP5月 http://www.mito-kouiki.com/sisetu/naka/h-sogo.htm
6日情報）。
http://www.city.naka.ibaraki.jp/hp/newinfo.htm

7.7

茨城県 筑西市

しもだて美術館

HPに特記なし。平常通り開館。筑西市民会館は休館。

7.22

http://www.shimodate-museum.jp
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県

市

施設名

被災等に関する状況

WEB/連絡先等

確認日

茨城県 坂東市

坂東市民音楽ホール

電力供給の不足による節電の一環として夜間利用時間を短縮、5月1日より利用時間を午後８時30 http://www.city.bando.lg.jp/facilities/culture/belleforet/hall
分までに変更（通常は午後10時まで）。
/

茨城県 坂東市

さしま郷土館ミューズ（坂東市立猿島図
書館・坂東市立猿島資料館）

HPに特記なし。平常通り開館。

http://www.city.bando.lg.jp/facilities/culture/muse/

7.22

茨城県 大洗町
茨城県 神栖市

幕末と明治の博物館
神栖市文化センター

震災により新館のみ開館していたが、5月14日より聖像殿を除く全館を開館。
休館していたが5月1日より再開（午後5時まで）。6月1日より通常通りの夜間の貸し出しを再開。

http://www.bakumatsu-meiji.com/
http://www5.ocn.ne.jp/˜kamibun/

7.22
7.7

茨城県 小美玉市

小川文化センター アピオス

震災後、災害対策本部が設置される（3月21日まで）。小ホールおよび会議室、和室、リハーサル室
http://apios.city.omitama.lg.jp/
は4月1日より、大ホールは7月より再開。

7.7

小美玉市四季文化館 みの〜れ

平常通り。5月1日より夜間の施設利用再開。主催事業の「小美玉さくらフェスティバル2011」（4月2日
予定）、光と風のステージCUE VOL.7 「中島 彩 〜音の薫り・風の彩りコンサート〜」（4月16日予定）
などが中止に。6月25日、光と風のステージCUE VOL.7「かぐら 〜かぐら唄㏌みの〜れⅧ〜」開催。 http://minole.city.omitama.lg.jp/
東日本大震災の復興を願ってデザインされた「Daijobu-daijobu」バッジを「みの〜れ」窓口で販売し、
1個200円の中から50円を義援金として「みの〜れ」から寄付。

7.7

茨城県 小美玉市

茨城県 大洗町

大洗文化センター

HPに特記無し。電源設備冠水のため、閉館中（大洗町新着情報による）。

茨城県 東海村

東海文化センター

ホール・会議室ともに8月末まで臨時休館。10月利用分からホールの予約受付を再開。

茨城県 大子町

奥久慈茶の里公園和紙人形美術館

HPに特記なし。平常通り開館。

茨城県 八千代町

八千代町歴史民俗資料館

HPに特記なし。平常通り開館。

栃木県 日光市

日光総合会館

栃木県 真岡市

真岡市民会館

栃木県 益子町

益子町町民会館（中央公民館）

http://www.town.oarai.lg.jp/viewer/division.html?id̲div=30&i
dSubTop=3
http://www.town.oarai.lg.jp/˜koushitsu/saigai/info̲g̲3̲1081.
html
http://www.tokaics.or.jp/2011/culture/guidance/index.shtml
http://www.town.daigo.ibaraki.jp/index.php?code=21
http://chanosato.blogzine.jp/washi/
http://www1.town.yachiyo.ibaraki.jp/sisetsu/rekishi/
http://www.town.ibarakiyachiyo.lg.jp/welcome/ins/shiryoukan.html

http://www.city.nikko.lg.jp/kouryuu/shisetsu/nikko大ホールの天井やエントランスの照明器具が落下、修理中。ホールおよびホワイエは施設破損のた kaikan.html
め当分の間、貸し出しを行わない。8月予定の日光山輪王寺の薪能は、当会館が雨天時の会場にあ
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/region/news/20
てられていることなどから、中止に。
110621/545965
地震により大ホール天井が崩落、すべての事業を中止。敷地も隆起。復旧の目途はたっていない。 http://www.city.moka.tochigi.jp/hall/
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/g02.html
HPに特記なし。町民会館大ホールは崩落の危険があるため、当分の間使用不可。
http://www.town.mashiko.tochigi.jp/h050201.html

7.7

7.7

7.7
7.22
7.22

7.1
7.1
7.1
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