
鈴木工業株式会社

次代を見つめる環境のエキスパート

山形県最上郡最上町若宮126　TEL.0223-43-2232

最良の治療をあなたに

〒981-0935 仙台市青葉区三条町 16-10　TEL. 022-727-6480

宮城県仙台市泉区明通 3-24-1

TEL.022-378-9231

私たちは SENDAI 光のページェントを応援しています。
@pageant.sendai @sendaipageant @sendai_pageant

地下鉄南北線

勾当台公園駅西公園駅

SENDAI
光のページェント会場
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青葉通一番町駅

「SENDAI光のページェント」が、仙台の冬の風物詩となり、

毎年多くの方々に楽しんで頂けるのは、皆様の温かいお気持

ち、ご支援のおかげです。みんなの心が、一つの光となり仙台

の街を輝かせます。街頭募金に、ぜひご協力をお願いいたし

ます。

作品募集

募金の
お願い

2018年度グランプリ作品
「雪舞うStarlight☆SENDAI」

「写真コンクール」の作品を募集しています。開催期間

中の「SENDAI光のページェント」をテーマとした写真

を広く募集します。作品は次年度の広報活動等に使用

します。ふるってご応募ください。

ごあいさつ

2019SENDAI光のページェント実行委員会

髙橋 進伍実行委員長

2019SENDAI光のページェント

開催期間：2019年12月6日（金）～31日（火）

点灯時間：日～木17:30～22:00

　　　　　金・土・22日（日）・

               24日（火）17:30～23:00

　　　　　31日（火）17:30～24:00

会　　場：仙台市定禅寺通

主催：2019SENDAI光のページェント実行委員会

SNSで情報をチェック!

ページェント

SENDAI光のページェント実行委員会

〒980-0811　仙台市青葉区一番町3-9-10　仙台日の出ビル4F
Tel.022-261-6515　Fax.022-261-6516  e-mail.office@sendaihikape.jp

Access

自動車でお越しの方
東北自動車道［仙台宮城IC］より、

西道路を通り県庁･市役所方面へ

各駅から会場の定禅寺通までの所要時間

◎JR仙台駅より徒歩15分
◎地下鉄南北線仙台駅より勾当台公園駅まで約3分
◎勾当台公園駅より会場の定禅寺通まで徒歩1分
※おすすめルート：地下鉄「青葉通一番町駅」

東北新幹線でお越しの方
JR東京駅よりJR仙台駅まで（最短所要時間）1時間36分

JR新函館北斗駅よりJR仙台駅まで（最短所要時間）2時間14分

飛行機でお越しの方
仙台空港よりアクセス鉄道にてJR仙台駅まで約20分

　1986年に「冬の仙台を明るくしたい」「杜の都を光

の都へ」という想いで誕生したSENDAI光のペー

ジェントも、今年で34回目を迎えることになりま

す。

　2019年のテーマは「～ Always Be Happy ! ～」

　会場に足をはこぶたくさんの方々に幸せいっぱい

な気持ちになって欲しい。心温かな募金や協賛・協力

があって成り立っている光のページェント。誰かが

誰かのためを想い、幸せが重なっていく・・・そんな素

敵な市民イベント。みんなの想いで灯し続けてたく

さんの幸せを創り出してくることができたイベント

です。

　ページェントの光はいつも私たちの心を素直にし

てくれます。ページェントの光はいつも私たちの心

を自然体にしてくれます。そして、ページェントの暖

かな光はいつも私たちの心を幸せにしてくれます。

　みんなの力でページェントを灯し続けたい。

　そして、ページェントを見た全ての人たちが幸せ

な気持ちになって貰いたい。

　2019SENDAI光 の ペ ー ジ ェ ン ト「～ Always Be 

Happy ! ～」はじまります。



地下鉄東西線青葉通駅
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メトロポリタン仙台
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トークネットホール仙台
( 仙台市民会館 )

仙台三越
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宮城第一信用金庫

仙台銀行

杜の都信用金庫

ユアーズ
パーキング

ユアーズ
パーキング

ユアーズ
パーキング

カガワ印刷
株式会社

12/6

青葉区国分町2-2-2
ホテルグランテラスB1F
TEL.022-268-1830

この広告を見て

ご予約いただいた方

http://www.coin-parking.com/

〒980-0821 仙台市青葉区春日町1-11　TEL.022-262-5551　http://kagawa-p.jp

当社は、2019SENDAI光のページェントを応援しています。

MAP 喫煙所
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スターライトリンク1
仙台はフィギュアスケート発
祥の地。今年も勾当台公園市民
広場のステージ前に、屋外アイ
スリンクを設置します。

12月6日（金）～ 25日（水）
平日15:00 ～ 21:00 
土・日・祝12:00 ～ 21:00　協力金900円（貸靴利用含む）

2 クリスマスマーケット
華やかに飾られた木の小屋（ヒュッテ）にホットチョコ
レートやシチューなど暖かで素敵なお店が軒を連ねます。

12月6日（金）～ 25日（水） 
平日16:00 ～ 21:00 土・日・祝12:00 ～ 21:00
※12月9・10・11・12・16・17日は休業日

3 おもてなしステーション

学生ボランティアが道案内・質問対応・リーフレット
配布・公式グッズ「ひかりんぐ」の販売を行います！

12月6日（金）～ 25日（水）17：30 ～ 21：00

2019SENDAI光のページェント
 　　　　　　　　in 泉パークタウン

今年も、泉パークタウンのタピオと
アウトレットの間のメインストリー
トで「ヒカパ」を開催しております。
ページェントの“光の株分け”を受け
て、物語のような光の世界が繰り広
げられます。ぜひお楽しみください。

★11月1日(金) ～ 2020年3月31日(火)
※2020年2月20日(木)を除く、詳細は［ヒカパ]検索

6 シンボルツリー
勾当台公園市民広場にある、高さ約30メートルのヒマラ

ヤスギを電飾した、国内最大級のツリー。

12月6日（金）～ 31日（火） 

日曜～木曜 17：30 ～ 22：00　金曜・土曜 17：30 ～ 23：00

※22日（日）23日（月） 23：00消灯/31日（火）24：00消灯

7 YEBISU BAR
各 地 に 店 舗 出 店 し て い る
YEBISUBAR。今年も光のペー
ジェントで出店いたします。ス
タンディングバー形式で大人の
安らぎ場所を提供します。

12月6日（金）～ 25日（水） 
平日16:00 ～ 22:00　土・日・祝15:00 ～ 22:00

8 まちくるパフォーマーズ仙台
全国からライセンスを取得した
パフォーマーたちが仙台に集
結!!光のページェント期間中、
毎日大道芸を披露いたします。

12月6日（金）～ 31日（火） 
日～木17:30 ～ 22:00　金・土17:30 ～ 23:00
31日（火）17:30 ～ 24:00

勾当台公園フラワーライトガーデン

勾当台公園中央部に新たなスポットとして高さ約6メー
トルのツリーを設置。北側の花壇付近では、約1000個
の「光の花」が会場を色鮮やかに演出するライトアップ
を実施。

12月6日（金）～ 26日（木） 
日曜～木曜 17：30 ～ 22：00   金曜・土曜 17：30 ～ 23：00 
※22日（日）23日（月） 23：00消灯

点灯式
SENDAI光のページェントの初
日、カウントダウンとともにケ
ヤキ並木が一斉に点灯し、ペー
ジェントの始まりを華やかに演
出します。

12月6日（金）17：10 ～（※点灯は17：30 ～）

11 光の歩道
定禅寺通国分町交差点に光
り輝く道が現れます。ペー
ジェント期間中の17：20 ～
20：30の間は、交通規制が実
施されますのでご注意くだ
さい。

12月6日（金）～ 12月31日（火）※23日を除く
17：30 ～ 20：30　※交通規制17：20 ～ 20：30

スターライト・ウインク

三井不動産リアルティ東北
presents

全ての灯りが約1分間消灯し、
一斉に再点灯するイベント。点
灯の瞬間は歓声があがるほど
の情景です。ぜひ、ご覧くださ
い。

12月6日（金）～ 31日（火）
18：00・19：00・20：00の3回  ※23日を除く

サンタの森の物語

たくさんの市民やマーチングバンドの
方々が、サンタクロースやトナカイに変
装して定禅寺通をパレードします。前後
半の2回のパレードと各ブースでは、音
楽演奏やダンスなどの演技も行われ見
どころもいっぱいです。愉快なサンタク
ロースたちが冬の街を明るく楽しく盛
り上げます。

期間　12月22日(日)　
時間　17:30 ～ 19:45
交通規制　17:00 ～ 20:00

イベント内容は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。
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フォトスポット

1
5 一番搾りキッチン

キリンビール仙台工場

暖のとれるスタンディング形
式のスペースで、旬の食材に
こだわったフード類や、体の
芯から温まるホットドリンク
などを提供いたします。

12月6日（金）～ 25日（水） 
平日17:00 ～ 22:00　土・日・祝15:00 ～ 22:00

10

おもてなし
ステーション

写真撮影ブース

4 写真撮影ブース

撮影した写真の入ったポストカードを無料で配布します。
希望の方には大きな写真の販売も行なっております。

 12月6日（金）～ 25日（水）17:30 ～ 22:00
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勾当台公園駅出口1

勾当台公園駅出口2
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Sendai Winter Park

Sendai Winter Park
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