名取市文化会館は

●公演スケジュール

●プレイガイドのお知らせ

いつも笑顔と元気にあふれています
コンサートを観に来る人も

名取交響吹奏楽団

名取駅コミュニティプラザ(ウイングプラザ)で、今年３月からチケット

大ホール

全席自由800円(当日1,000円)

チケット販売中

の販売を開始しました。名取駅をご利用の方はもちろん、みなさまのご
利用をお待ちしております。

2010.6

６月27日(日)14:00開演

コンサートを開催する人も

チケット購入がますます便利に！！

第27回定期演奏会

ダンスや演劇、吹奏楽やピアノを練習する人も
いけばな教室の生徒も
文化会館は元気のお役に立ってるようです

文化の森 LIVE BOX vol.5 サッポロビール presents ﾜﾝﾄﾞﾘﾝｸｺﾝｻｰﾄ
７月17日(土)18:00開演
全席自由2,000円

今号の

名取駅コミュニティプラザ(ウイングプラザ)

ジュスカ・グランペール コンサート

開館時間：平日

小ホール

「文化会館の夏まつり なっ祭！」をご案内します
文化会館は

しまじろう みんなでたんけん！ みなみのしま
７月18日(日)①13:00開演②15:30開演
全席指定1,500円

あなたにもきっとお役に立つはずです

大ホール

チケット一般発売 6/5(土)

ブロードウェイミュージカル
８月22日(日)13:00開演

ピーターパン

大ホール

全席指定 一般6,800円 小学生以下4,800円

は

小ホールの使用例と

7:30 〜 20:00

土日祝日 9:00 〜 20:00

チケット販売中

文化の森

チケット販売中

●小ホールを使ってみよう！
●文化会館の夏まつり なっ祭！
●公演スケジュール
●プレイガイドのお知らせ

「チケットぴあ」サービス変更について
5月31日(月)もって、
「ファミリーマート」のチケットぴあサービスが終

佐渡裕 指揮

シエナ・ウインド・オーケストラ 演奏会

９月26日(日)15:00開演

大ホール

全席指定 Ｓ席5,800円 Ａ席4,800円 学生席3,000円
チケット一般発売 6/26(水)
※詳しい公演情報やチケットの取扱いは、公演チラシまたはホームページをご覧ください。

了となります。
また、6月1日(火)からは「セブン‑イレブン」でチケットをお引取りいた
だけるサービスが開始される予定です。
なお、チケットぴあ店舗、ならびに「サークルＫ・サンクス」でのチケット
販売サービスは従来通りご利用いただけます。
(情報 2010.4.28)
「ｅ＋(イープラス)」サービス変更について
5月6日(木)から、
「ファミリーマート」での直接発券サービスが開始され
ました。ｅ＋(イープラス)での事前の予約は必要なく、
「ファミリーマー
トＦａｍｉポート」を利用して、お客さまが希望するチケットをその場
で選び購入・発券できるサービスです。
ご利用ください。
(情報 2010.5.6)

「文化の森」はホームページでもご覧いただけます。

名取パーク＆ライド
利 用 者 募 集 中
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●小ホールを使ってみよう！

●文化会館の夏まつり なっ祭！

小ホールは文化会館で唯一の飲食可能なホールで、平土間ホールのため、ステージ構成はフリープランで舞台設定が可能です。これまで多くの方に利用されて

今年も開催します！「楽しいこと いっさい がっさい！ 文化会館の夏まつ

おり、会議やピアノコンサート、吹奏楽の練習、絵画展示、パーティーや結婚式など、さまざま形で使用されています。会館の主催コンサートなどでは、大ホール

り なっ祭！」 日頃の会館利用に感謝の気持ちを込めて、文化会館全館を

や中ホールが多く利用されていますが、昨年度と今年度は小ホールの特性を活かして「文化の森 LIVE BOX」を開催しています。ステージや客席をコンサートに

使って大きく開催。見て、聴いて、体験して、子どもから大人まで、みんなで楽

合わせて設営して、小ホールならではのドリンク付きのコンサート。自由度の高い小ホールの利用方法のひとつとして「文化の森 LIVE BOX」の紹介します。

しめるお祭りです。夏休みの楽しい一日を満喫してください。

みなさんの素敵なアイデアによる小ホールの利用をお待ちしております。

昨年開催しました「なっ祭！2009」の写真と、マイ・コンサート出演者の募集
をご案内します。現在は開催に向けて準備を進めているところなので、お知
らせできる内容はわずかですが、
イベント内容や申し込みの必要なワークショッ

文化の森 LIVE BOX
会場配置図

１ ２

１ ステージ

プについては文化会館ホームページに情報を随時公開する予定なので、ホー
ムページは要チェック！
２００９

2010.04.24 いちむじん ギターデュオコンサート

での １コマ

小ホール
平土間ホールで、ステージや観客席が設置されていな
いので、アイデアにより自由なレイアウトが可能です。

２ 客席
３ 入口

２

クローク

今回はドリンク付きコンサートで座ってゆっくりと
鑑賞できるように椅子とテーブルを設置しました。

お祭り広場

トミーのマジックショー

マイ・コンサート

１

４

アーティストをこんなに間近で鑑賞できるのは、小ホールのコンサートな
らではです。ステージ上は いちむじん のお二人です。

ホワイエ

ドリンクサービス
ＣＤ販売
サイン会場

２
音響・スモーク・照明のチェック、リハーサルを終え、小ホールはライブ会場へと変身して、コンサートを
心待ちにした観客を迎えます。

６

１ ２
プロジェクターを使用した映像も流しました。
事前チェックの場面です。

５
■舞台設備
電動道具バトン 5本
電動照明バトン 5本
■その他
小ホールと小ホールホワイエ(157.7㎡)と演劇
練習室の一体的な利用も可能(軸回転の壁面パ
ネルを開閉)
小ホールと小ホールホワイエには遮光ロール
スクリーンを備える
小ホールと小ホールホワイエは自立式展示パ
ネルにより展示が可能
楽屋(36.2㎡、基本定員14人)※楽屋は分割可能
■収容人員
200席
(スタッキング席を配置) エンドステージタイ
プ、センターステージタイプに自由に舞台設定
できる
■平土間スペース
間口：10.9m(13m)

●次回開催 文化の森 LIVE BOX
開催のたびに満員御礼となる「文化の森 LIVE BOX」。来たる7月17日(土)に
は、
「文化の森 LIVE BOX vol.5 サッポロビール presents ワンドリンクコ

※今回紹介の会場設営には小ホール設備のほか、外部からの持込機器も使用しております。使用内容により機器の持込が必要となります。

ほかにも楽しいイベントが盛りだくさん!!

ンサート ジュスカ・グランペール コンサート」を開催します。大ホールや
中ホールでのコンサートとは違い、定員約100名でアーティストを間近で鑑
賞でき、お酒やソフトドリンクも楽しめるコンサートです。
これまで、
「瀬木貴将＆榊原大

Duo」
「塩谷哲ピアノコンサート」
「高泉淳子

Hot Swing Jazzical Live show」
「いちむじん ギターデュオコンサート」と
4回を開催してきました。来場いただいたお客様
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

●そのほかの使用例

Music Wave in NATORI

クスできて2,000円は安い!!」と好評を得ています。
ぜひご来場ください。

マイ・コンサート出演者 募集!!
「いつも練習しているピアノをステージで弾いてみたい」
「みんなに
私の演奏を聴いてもらいたい」など、出演するあなたのために、中ホー
ルのステージを提供します。ステージには、世界で最も有名なピアノ
の代表格
「スタインウェイ」
を設置します。透明感あふれる音色で レッ
ツ！マイ・コンサート！もちろんピアノ以外の楽器もＯＫ！
※対象：アコースティック限定
※使用時間：１組あたり15分〜30分
※客席：入場自由
応募方法 応募締切 7/16(応募者多数の場合は抽選)
ホームページから応募用紙をダウンロードしてお申し込みください。
ダウンロードできない方は、文化会館へご連絡ください。応募用紙を
お送りします。

文化の森 LIVE BOX vol.5
サッポロビール presents ワンドリンクコンサート

ジュスカ・グランペール コンサート

楽しいこと いっさい！がっさい！

【日時】 平成22年７月17日(土)
18:00開演(17:15開場)
【会場】 名取市文化会館 小ホール
【入場】 全席自由2,000円
チケット好評販売中！

文化会館の夏まつり

なっ祭！

【日時】 平成22年８月８日(日)
午前10時から午後４時まで
【会場】 名取市文化会館 全館
【入場】 自由無料(一部、参加申込が必要)

