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（会場入口）

◎

総合受付

見どころいっぱいの宮城学院クリスマスマーケット。

学生スタッフがおすすめのプログラムをご紹介します。

クリスマス・カフェ ★
　「抹茶 cafe 茶歩」と宮城学院生活協同組合とのコラボ
　レーション。　おいしいひとやすみを。

●２階 小ホール 〈マルシェ・ド・ノエル〉  
   毎年大人気のマルシェ。 お目当てをお見逃しなく！

artfield  khaya（くうか）  ［手作り雑貨・焼き菓子］
ＭＧ同窓会～同窓生をつなぐぶどうの木～  
　　［宮城学院同窓会グッズ販売］
一般社団法人かもみ～る  ［手作り雑貨］
ドナルド・マクドナルド・ハウス せんだいを支える会  
　　［チャリティー小物、手芸品］
ほどーる  ［ポーチやブックカバーなど着物から作った和小物］
島津麹店  ［ササニシキ１００% の華糀など糀製品各種］
トータスファーム  ［農家自慢の野菜・米］

●１階 ピエリス（食堂）

フードマルシェ ★　
ドイツ仕込みのクリスマスフードやドリンク、スイーツをどうぞ。
クリスマス・ランチ（フードマルシェ内）　
マーケット限定メニューです。数に限りあり、お早めに！

音楽の「わ」
―音楽リエゾンセンター
　　     「楽友」が贈るコンサート ―★
宮城学院や地域ゆかりの音楽愛好家
「楽友」の皆さんが出演するにぎやかな
コンサートです。

●コイノニア（エントランスホール）

ガブリエル・ロワール展
　本学礼拝堂を彩るガブリエル・ロワール作のステンドグラス。
　画家ロワールの魅力を、存分にご堪能ください。

●礼拝堂

開会礼拝 ★
　心との対話の時間を―ハンドベルの調べでお迎えします。

講演「『スターリングラードの聖母』とクリスマス」 ★
　クリスマスに戦場で描かれた不思議な絵。その魅力を探ります。

ハンドベル・聖歌隊ミニコンサート ★
　大学ハンドベルクワイヤそして宮城学院聖歌隊による“美しい
　クリスマスの調べ”をお楽しみください。

講演「サンタは１年に２回やって来る？
　　―クリスマスにプレゼントを持ってくるのは誰か―」★
　クリスマスにプレゼントを持ってくるのは誰？聖ニコラスと
　サンタクロースの深～い関係について、歴史をたどりながら
　お話します。

閉会式 ★
　キャンドルサービスで「きよしこのよる」を―ハンドベルの
　 調べでお送りします。

●ヴェリタス（２Ｆ）

ＭＧ茶道部クリスマス茶会　
　お抹茶を提供します。どなたでもどうぞ。 

クリスマス・スタンプラリー
構内１０ケ所にある

クリスマスのスタンプを集めよう！
台紙は総合受付（◎）もしくは

スタンプ置場で
配布しています。

当日実施される催し物を、タイムラインでご紹介！

ここを見れば、あなたのお目当てのイベントの開始時間や実施時間が、一目瞭然です。

ぜひチェックしてみてくださいね！

※小ホールで開催のマルシェ・ド・ノエルは、開会から閉会までずっとオープンしています。

のんびりと心ゆくまでお買い物をお楽しみください。

「クリスマスフードが気になる」あなたに！

フードマルシェ
（ピエリス）

当日限定のクリスマスランチやドイツ

仕込みのクリスマススイーツをお楽し

みいただけます。ここでしか味わえな

い絶品グルメをぜひどうぞ！

「音楽を心ゆくまで聴きたい」あなたに！

ハンドベル生演奏
（礼拝堂）

開会礼拝の始まりを飾るのは、高校ハ

ンドベル班。 閉会式には、大学ハンド

ベルクワイヤが登場！「きよしこのよ

る」を演奏予定です。

ハンドベル・聖歌隊
ミニコンサート

（礼拝堂）

今年新たに誕生した宮城学院聖歌隊の

美しい歌声そして大学ハンドベルクワ

イヤの見事な調べをお楽しみください。

音楽の「わ」
―音楽リエゾンセンター「楽友」
が贈るコンサート―（大学講堂）

地域在住の音楽愛好家「楽友」のみな

さんによるコンサート。さまざまなジャ

ンルの音が奏でられる大学講堂へ、ぜ

ひ足をお運びください。

クリスマスクッキーにお絵かき
（家政館 Ｄ１０４）

毎年大人気の子ども向けプログラム！ジ

ンジャーマンやスターなど、あなただけ

のオリジナルクリスマスモチーフのクッ

キーを作ってみませんか。
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16:30 16:30

11:00-11:30
開会礼拝

（冒頭でハンドベル演奏）

13:45-14:30
ハンドベル・聖歌隊
ミニコンサート

15:00-15:40
講演（櫻井美幸）

「サンタは１年に２回やって来る？
―クリスマスにプレゼントを
                    持ってくるのは誰か―」

16:15-
閉会式（キャンドルサービス）

14:00-16:00
音楽の「わ」
―音楽リエゾンセンター
　「楽友」が贈るコンサート―

11:00-15:30
フードマルシェ

11:30-
クリスマス
クッキング
①

12:30-
クリスマス
クッキング
②

13:30-
クリスマス
クッキング
③

14:30-
クリスマス
クッキング
④

15:30-
クリスマス
クッキング
⑤

12:00-
クッキーに
お絵かき①
12:20-
②

12:40-
③

13:00-
④

13:20-
⑤

13:40-
⑥

14:00-
⑦

14:20-
⑧

14:40-
⑨

15:00-
⑩

11:30-
クッキーに
お絵かき
整理券配布開始

（各回２０名ずつ）

14:00-15:30
てつがくカフェ（越門勝彦）

「ともだちって何？」

礼拝堂 大学講堂 ピエリス うふカフェ
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11:00-
クリスマスクッキング
整理券配布開始

（各回２０名ずつ）

家政館
調理室
Ｄ１０７

家政館
Ｄ１０４

クリスマス・クッキング　調理室 Ｄ１０７　［11:00から整理券配布］ ★
　　　　　　　　ドイツの本格派レシピでシュトーレンを作りましょう。中学生以上が対象です。

クリスマスクッキーにお絵かき　Ｄ１０４　［11:30から整理券配布］ ★
　　　　　　　　クリスマスの形のクッキーにお絵かき。子ども向けプログラムです。

タイムスケジュール　 開催時間 １１:００-１６:３０
宮城学院クリスマスマーケット

おすすめプログラム

★のあるイベント＝詳しい開催時間は、左ページの
タイムスケジュールをご覧ください

会場MAP

礼拝堂や大学講堂

などを舞台に、多彩

な音楽プログラムを

開催！ 昨年、大好

評の手回しオルガン

は、クリスマス村と

連携して行われま

す。音楽で心満たさ

れる一日を。

シュトーレンやキン

ダープンシュなど、

クリスマスマーケッ

トの本場・ドイツの

食文化を思う存分

楽しむことができ

ます。

キューブでかくれんぼ
　１㎥の謎の物体が中庭のあちこちに出現！

11:30-16:00
抹茶 cafe 茶歩

12:00-12:40
講演（栗原 健）

「『スターリングラードの聖母』と
  クリスマス」

マルシェ＆ワーク ジャンル別さくいん

　　　　　　　   フード

九重本舗玉澤（九重、ゆべし、霜ばしら）

地域食企業コラボプロジェクト
　（魚の缶詰・米粉クッキー）

梅花堂
　（東太平洋・藻なかさぶれ、ずんだロール）

焼き菓子工房シロクマＢａｋｅ
　（手作りスコーン、焼き菓子）

麦の会コッペ（手作りパン）

パイ＆シュー すがわら
　（リーフパイ、アップルパイ）

ａｔｅｌｉｅｒ ｌａ ｆｏｕｒ
　（クリスマスモチーフのアイシングクッキー）

Ｂａｇｅｌ ＆ Ｂｒｅａｄ ｓｐｉｃａ
　（パン、ベーグル）

ｃａｆｅ Ｍｏｚａｒｔ（スコーン、コーヒー豆）

ｈｕｍｍｉｎｇ ｂｉｒｄ（パスタ、サンドウィッチ）

ｉｌ ｍｉｏ ｃａｍｐｏ
　（カントゥッチ、ブラムケイク ·クラシコなど）

ＭＵＲＡＴＡ（ＭＧ焼き菓子セット）

ｔａｎｔ ｐｏｕｒ ｔａｎｔ
　（パウンドケーキ、クッキー、ジャム、紅茶）

　　 　　　　  ワーク

なごみサロン ｔｒｉｃｋ ａｎｄ ｔｒｅａｔ（ヘッドケア）

マルセイユタロット（タロット占い）

Ａｔｅｌｉｅｒ Ｂａｂｙ－Ｂｒｅａｔｈ
　（パスケース作り）

ｃａｎｄｌｅｓｈｏｐ Ｌａｍｐ ｏｆ Ｈｏｐｅ
　（手作りキャンドルワーク）

ｎａｉｌ ＆ ｇａｌｌｅｒｙ ＣｈｏｕＣｈｏｕ
　（オリジナルクリスマスネイル）

ｕｎ ｐｌｕｓ＋（フラワーアレジメントワーク）

　　   　　   　マーケット

一般社団法人かもみ～る（手作り雑貨、ジャム）

色鉛筆画家 村田和俊（ポストカード、カレンダー）

三陸石鹸工房 ＫＵＲＩＹＡ ｗｉｔｈ Ｂｚ 土屋ゼミ
　（三陸石鹸工房のアロマ石鹸＋学生企画商品）

島津麹店（華糀、生糀）

宮城学院生活協同組合
　（クリスマス雑貨、お菓子、ＭＧグッズ）

ほどーる（和小物）

アシュウ園芸（シクラメン）

トータスファーム（野菜、米）

ドナルド・マクドナルド・ハウス 
せんだいを支える会（チャリティー小物）

フランスブース「ラ・センダイエーズ」
　（フランス直輸入のアクセサリーや雑貨）

ポートランド（缶入りチョコレートやクッキー、タッセル）

ａｒｔｆｉｅｌｄ ｋｈａｙａ（手作り雑貨、焼き菓子）

ＭＧ同窓会（オリジナルグッズ）

ＭＧトライアングル（フェアトレード商品）

Ｐｈｒｏｍ ｐｈｏｎｇ（アジアン雑貨）

Ｔｒｅｆｌｅ（ミニツリー、リース、花束）

てつがくカフェ
（講義館）

おいしいドリンクを飲みながら、自由に

ディスカッションできる大人のカフェ。

どなたでもお気軽にどうぞ♪

G
講義館

11:30-16:00
Cafe×Bar Platte

Trefle（トレフル）  
　　［生花とクリスマスリース、ミニツリー］
アシュウ園芸
　　［花農家直送のシクラメン］
Cafe×Bar Platte ★
　　［ホットスープの販売］
てつがくカフェ ★ 
　　［ユニークな対話の場。 今回は
            「ともだちって何？」をテーマに、
           自由に考えを述べあいます。］
クリスマス村（子ども向け）　
　　［みんなの広場？  秘密基地？
　　  あそびの秘密がたくさんです。
           サンタも来るよ！］ 

色鉛筆画家  村田和俊 
　　 ［麻痺のある手で丁寧に描いたポストカードとカレンダーの販売］
ＭＧトライアングル  ［フェアトレード商品］
地域食企業コラボプロジェクト ［魚の缶詰や米粉クッキーの販売］
宮城学院生活協同組合  ［クリスマス雑貨、お菓子、ＭＧグッズ］
焼き菓子工房シロクマ Bake 
　　 ［本場カナダ仕込みのこだわりスコーン他焼き菓子の販売］
Bagel & Bread spica（スピカ） ［天然酵母と国産コムギの手作りパン＆ベーグル］
パイ＆シュー すがわら ［創業１４０年の老舗のリーフパイとアップルパイ］
cafe Mozart（モーツァルト） ［有名カフェのスコーンをお持ち帰りで］
tant pour tant（タンプルタン）
　　［クリスマスマーケット特製のクッキー、パウンドケーキ、フレーバーティ他］
il mio campo（イル ミオ カンポ）
　　［カントゥッチ、ブラムケイク · クラシコなどの特製イタリア焼き菓子］
MURATA（ムラタ） ［多賀城の洋菓子店特製のＭＧ焼き菓子］
humming bird（ハミングバード）
　　［イタリアンレストラン特製サンドウィッチと生パスタ］
麦の会コッペ ［材料にこだわった手作りパンの販売］
梅花堂
　　［人気の東太平洋・藻なかさぶれ、ずんだロールをクリスマスマーケット仕様で］
九重本舗玉澤  ［九重、ゆべしの他、冬季限定の霜ばしらもあります］
atelier la four（アトリエラフール）
　　［クリスマスモチーフのアイシングクッキーやマフィン、ガトーショコラなど］
ポートランド
　　［缶入りチョコレートやクッキー、タッセルやクリスマスオーナメントなど］
三陸石鹸工房 KURIYA with Bz 土屋ゼミ
　　［KURIYA のアロマ石鹸や学生企画の石鹸などの販売］
Phrom Phong（プロムポン）
　　［アクセサリーやインテリア、コスメなどのアジアン雑貨の販売］
フランスブース「ラ・センダイエーズ」
　　［礼拝堂で展示中のガブリエル・ロワールゆかりのガラス工芸や
           フランスグッズなど］

宮城学院中学校高等学校コーナー
　Verona 仙台アトリエ  
　　［イタリア雑貨と美しいベネチアンビーズアクセサリーの販売と手作り体験］
　NGO ACE エース ［フェアトレードってなあに？
　　　　　　　　　 児童労働のない「てんとう虫チョコ」の取り組みを紹介］
　NGO CARA カラ  ［アフリカ・マリ共和国の手工芸品の展示、販売。
                                          収益金はマリの女性の自立支援に用いられます］
　YWCA  ［カード作り。アイリスペーパーフォールディング（オランダの折り紙）］
　PTA ブース

　　 　　　　  キッズ

大型絵本読み聞かせ
　（クリスマスがテーマの絵本の読み聞かせ）

キューブでかくれんぼ
　（謎の物体での遊び場）

クリスマスクッキーにお絵かき
　（子ども向けプログラム）

クリスマス村（クリスマスならではの遊び場）

ａｒｔｆｉｅｌｄ ｋｈａｙａ
　（クリスマスグッズ作りのワークショップ）

託児スペース Ｋ２０３

授乳スペース Ｋ２０４

大人向けワークショップ　　Ｋ２０６・２０７・２０８・２０９
　マルセイユタロット  ［２０１８年の貴方からのメッセージをお伝えします］
　なごみサロン trick and treat   ［ヘッドケア～東方の三博士の贈り物、乳香の香りを楽しみながら～］
　Atelier Baby-Breath（アトリエ ベイビーブレス）  ［ワイヤーバッグの素材を使ったパスケース作り］
　candleshop Lamp of Hope（ランプ オブ ホープ）［ボタニカルアロマキャンドルを作りましょう］
　nail&gallery ChouChou（シュシュ）  ［ネイリストによるクリスマスネイル体験（爪に優しい材料も揃えています）］
　un plus+（アンプリュス）  ［クリスマスのスワッグワークショップ（グリーンを束ねて～）］
　　子ども向けワークショップ 「わくわく★ぷち・ワークショップ」　　Ｋ２０１
　artfield khaya（くうか）  ［まつぼっくりや木切れを使ったワークショップ。
　　　　　　　　　　　　　500円コースと 1000円コースがあります。］
　　大型絵本読み聞かせ 　　Ｋ２０２　
　クリスマスをテーマにした大きな絵本の読み聞かせ。子ども向けプログラムです。※各回約 20分
　①11:30 ～  ②12:30 ～  ③13:30 ～  ④14:30 ～  ⑤15:30 ～      【読み手】 ①②･･･おはなしの会わかば   ③～⑤･･･足立ゼミ学生

♪

♬

クリスマス村（講義館２階）周辺を
ベースに、あちこちに出没！

〈パフォーマー〉

シマノユージ（手回しオルガン）
吉村尚子（光の散歩～

人力発電ライトパフォーマンス）

手回し

オルガン

会場内に、
募金箱を設置しています。

皆さまのご協力を
お願いします。

募金にご協力を！

※講義館での催しは、いずれも中庭側のスペースで実施


