
名取市文化会館ぶんかのもり

※「文化の森」発行にあたり、広告企業より応援いただいております。
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文化の森
文化会館を便利にご利用ください

文化活動をしたい

会合をしたい

イベント情報を知りたい

文化鑑賞をしたい

そんなときにぴったりなのが　文化会館

機能別の部屋があって

大きなイベントから

小さなイベントまで

文化活動の拠点となる施設　文化会館

今号は　文化会館を利用をするときに

ちょっぴり便利な情報をお伝えします

みなさんの頭の片隅にどうぞ

● 文化会館の安心利用ガイド
● 文化の森LIVE BOXサッポロビールpresents

ワンドリンクコンサート
● 公演スケジュール

● おねがい

 ● おねがい

文化会館にご来場いただくお客様へ

新型インフルエンザ対応へのご協力のお願い 

現在、日本国内のみならず世界的に新型インフルエンザが発生してお

り感染の拡大が心配されます。文化会館においても、手指消毒器を設

置するなど対策をとっているところです。つきましては、大変恐縮で

はございますが、文化会館にご来場いただくお客様は、インフルエン

ザ感染拡大予防の趣旨をご理解いただき、下記ご協力の程、宜しくお

願い申し上げます。

■発熱・咳・全身痛などの症状がある場合は、コンサート会場に向う

前に必ず、保健所等に設置される「発熱相談センター」に電話等で問

合せ、その指示に従って、指定された医療機関で受診してください。

■うがい、手洗いを励行してください。

■咳、くしゃみの際は、ハンカチやティッシュ等で口と鼻を覆い、他

の人から顔をそらすなどしてください。

■咳やくしゃみ等の症状のある方は、必ずマスクを付けてください。

アクセス
・仙台空港アクセス鉄道 杜せきのした駅より 8分
・ＪＲ 名取駅より徒歩 17 分
・駐車場完備 /南・北駐車場あわせて 383 台

 ● 公演スケジュール

しまじろう「2009 クリスマスコンサート」
サンタクロースのおんがくかい
　12 月 19 日 ( 土 )①14:00 開演②16:30 開演

　12 月 20 日 ( 日 )③9:40 開演④12:00 開演⑤14:20 開演　大ホール

　全席指定　S席 1,900 円　A席 1,500 円　チケット販売中

文化の森 Live Box vol.3 サッポロビール presents ワンドリンクコンサート
Hot Swing Jazzical Liveshow
出演：高泉淳子　パトリックヌジェ　竹中俊二

　1月 16 日 ( 土 )17:30 開演　小ホール

　全席自由 2,000 円　チケット販売中

仙台リサイクルセンター協賛
初笑い！なとり寄席　春風亭昇太・柳家花緑 二人会
　1月 23 日 ( 土 )①13:00 開演②16:00 開演　中ホール

　全席指定 3,500 円　チケット販売中

ウルトラマンライブ 2010　Peace of the Earth in 名取
　３月７日 ( 日 )①10:30 開演②14:00 開演　大ホール

　全席指定 2,800 円　チケット一般発売 12/12( 土 )

サンリオハートフルタイム
「ハローキティ＆シュガーバニーズのきっとうまくいくよ！」
supported by MITSUBISHI MOTORS
　３月 21 日 ( 日 )①11:00 開演②14:00 開演　大ホール

　全席指定 1,800 円　チケット一般発売 12/5( 土 )

「文化の森」がホームページでご覧いただけるようになりました。



 ● 文化会館の安心利用ガイド

 ● 文化の森 LIVE BOX サッポロビール presents ワンドリンクコンサート

・車イス
受付窓口近くに車イスを４台準備しています

ので、どうぞご利用ください。エレベーターで

１階から３階まで館内を移動できます。何か

お困りの際にはお手伝いいたしますのでス

タッフへお声がけください。障がい者用トイレ

は各階に設置しています。

・駐車場
南側駐車場２３３台、北側駐車場 ( 体育館兼用 )１５０台、西側駐車場 ( 関係者

車イス用 )２５台の駐車スペースがあります。南側と北側が埋まった場合は市役所

駐車場を使用する場合もあります。大きなイベントの場合は混雑しますので、お早

目にご来場ください。

・コピー機
受付窓口に有料コピー機を設置しています。白黒1枚10円。

カラー 1枚 50円で、資料のコピーにご利用いただけます。

・駐輪場
駐輪場は西側ロータリー壁の向こう側にありま

す。自転車、バイクでご来館の時はご利用くだ

さい。正面玄関のガラス側に駐輪されている

のを見かけることがありますが、転倒した場合

危険ですのでおやめください。

・総合案内
文化会館の利用申請やチケット購入、施設についてのお問い

合わせ、ご相談はサブエントランスにある総合窓口へお気軽

にお声がけください。

・ホール
ホールは３つあります。1,350 席の大ホール。

450 席の中ホール。平土間 ( 定員 200 名 ) の

小ホール。音楽、演劇、ダンスの発表会、講

演会など、大きなイベントの際にはぜひご利

用ください。小ホールは平土間の部屋なので

会場のレイアウトを自由につくれます。小ホー

ルでは４０名超の会議の時にも利用できます。

・会議室と講義室、和室
町内会やサークルなどの打ち合わせにも使えま

す。会社の会議にも利用されています。会議室、

講義室は机と椅子が設置されていて、定員が

会議室４０名、講義室１２名となっています。

和室は定員３０名～５０名で３０畳敷です。

会議や打ち合わせ、寄り合い等にご利用くださ

い。

・音楽練習室とリハーサル室、演劇練習室
ピアノやバンド、ダンス、演劇の練習などにとても便利な部屋があります。音楽練

習室１とリハーサル室にはピアノが設置してあり、音楽練習室２にはギターアンプ、

ベースアンプ、ドラムセットなどを揃えています。音楽を始めたい方、音楽をやって

いる方にとって、良い練習場所になると思います。また、演劇練習室には大きな鏡

がありますので、演劇、ダンスなどの練習にお使いいただけます。

・オムツ替えと授乳
メインエントランスのトイレにはおむつ交換台を設置しています。また、授乳には

サブエントランスにある託児室をご利用できますので、ご利用の際は受付窓口にお

声がけください。

・公衆電話
帰りの迎えや、タクシーを呼んだりと電話を使

いたい時、館内には公衆電話を２台設置して

いますのでご利用ください。レストラン リオン

ドォールの隣に１台、サブエントランスに１台

設置しています。

・喫煙スペース
健康増進法により、館内は禁煙になっています。煙草を吸われる方は会館入口に設

置されている喫煙スペースをご利用ください。正面玄関前と西口玄関前に灰皿を設

置しています。ご協力お願いします。

・レストラン リオンドォールと自動販売機
イベントの前後や途中にお腹が空いたり、のどが渇くこともあるでしょう！そんな時

にはレストラン「リオンドォール」やジュースの自動販売機をご利用ください。

リオンドォールではパスタやカレー、タルトセットなどの軽食、あたたかい飲み物

から冷たい飲み物、そして工場直送サッポロ生ビールまであって、食事や休憩に便

利です。10 名様以上で貸切パーティもできます。(120 分飲み放題付 )

自動販売機は２階に設置してあり、ジュース類の販売をしていますので、こちらもご

利用ください。※ホール内は飲食禁止ですのでご注意ください。

・コインロッカー
文化会館にはコインロッカーがあります。手荷物が多い時

に何かと重宝です。コインロッカーはレストラン「リオン

ドォール」の脇に設置されているので、ご利用ください。

100円が必要ですがあとで戻ります。つまり無料！

・トイレ
文化会館内のトイレは共用スペースに４か所

(１階 =2　２階 =1　３階 =1) あります。その

ほか大ホール専用トイレが４か所、中ホール

専用トイレが１か所です。大ホールや中ホー

ルでのイベント時には休憩時のトイレの混雑が

心配になります。安心のためにもトイレの場所

を覚えておきましょう！混んでいた場合には共用

スペースのトイレもご利用ください。ホールの

外に出る時はチケット半券を持って出ましょう。

・イベント案内
エントランスホールに設置してある大型モニターで、当日のイベント情報を表示し

ていますのでお目当ての会場のご確認にお使いください。また、会館のオススメイ

ベントやお知らせも表示しています。そのほか、月ごとのイベント案内 ( イベントイ

ンフォメーション ) や会館で開催するイベントチラシ、他施設のイベントチラシもエ

ントランスホールに設置していますのでご利用ください。

今年度、文化の森 LIVE BOX サッポロビール presents ワンドリンクコンサートを開催しています。大ホールや中ホールでのコンサートとは違い、“ 定員 100

名程度 ”　“ お酒やソフトドリンクを楽しめる ”　“アーティストの間近で鑑賞 ”　と楽しみどころ満載のコンサートとなっています。

これまで「瀬木貴将＆榊原大 Duo」、「塩谷哲ピアノコンサート」と２回開催しており、ご来場された方からは「ワンフロアで、アーティストの息遣いが伝わっ

てくる。」「ライブハウスのような近い距離で演奏を聴いて見られて大変感動しました。」「会場はホールでしたが、ライブハウスのような感じにセッティング

されていて、いつもと違う感じで良かったです。」「ワンドリンクでゆったり、リラックスできて2,000 円は安い !!」など、好評を得ています。

そして文化の森 LIVE BOX 最後の「Hot Swing Jazzical Live show」役者・劇作家、ジャズ歌手など幅広く活躍する高泉淳子 ( 大崎市（古川）出身 ) が、ジャズ・

ヴォーカリストとして華やかなステージを創り上げ、軽快な JAZZ に乗せて心弾む夜を演出します。

出演：高泉淳子 (vo)、パトリックヌジェ(flh.acc)、竹中俊二 (g)

文化会館を安心して便利にご利用いただくために、館内の設備についてご紹介します。文化会館は歩いてみると瀟洒な造りになっていますが、いろいろと

隠れた (？) 設備もあるんです。他施設のイベントチラシも置いており、カラーコピー機やコインロッカー、自動販売機も設置しています。トイレはどれぐら

いの数があるのか、車イスは借りられるのかなど、小さなことですが、頭の片隅に入れておけば文化会館を利用の際にきっと役に立つはずです。文化会館

の施設から設備まで簡単にご紹介します。

・中庭
そろばん玉のようなオブジェがあります。これは名取市民の英知と努力の積み重ね

を意味し、空に向かって伸びるその姿は「発展する名取」を表現しています。

そして樫の木にも目が留まります。実はこの木は鳥たちのねぐらになっています。方々

にお出かけをしていた鳥たちが、陽が暮れる頃になると一斉にこの木に帰って来ま

す。陽が暮れる頃にご来館の際はちょっと覗いてみてはいかがでしょう。

・波の庭
南側駐車場をご利用の時、小ホールや和室か

らも見える庭。波立った地面を歩いてみてくだ

さい。季節の陽を感じながらくつろぐことがで

きます。

文化の森 LIVE BOX vol.3 サッポロビール presents ワンドリンクコンサート

Hot Swing Jazzical Live show

【日時】 平成 22 年１月 16 日 ( 土 )　17:30 開演 (17:00 開場 )

【会場】 名取市文化会館　小ホール

【入場】 全席自由 2,000 円 (ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸ付 )※未就学児入場不可

チケット販売中 !!

演劇練習室演劇練習室演劇練習室 リハーサル室リハーサル室リハーサル室 音楽練習室 2音楽練習室 2音楽練習室 2

会議室会議室会議室

和室和室和室

講義室講義室講義室
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