●なとり音楽活性化事業2010 報告
11 月 1 日から 4 日にかけて、市内の幼稚園など 5 か所で、大森智子さん
（ソ
プラノ）
、神谷未穂さん（ヴァイオリン）、中川賢一さん（ピアノ）の 3
ストの演奏に合わせて歌を歌ったり、実際に楽器に触れ、いつもとは違っ
た視点から見ることで、新たな発見に驚いている様子でした。

ブロードウェイミュージカル

I Love a Piano.

12 月 5 日（日）①13:00 開演（12:30 開場）
②18:00 開演（17:30 開場） 大ホール
全席指定

一般 3,000 円

しまじろう

高校生以下 1,500 円

チケット販売中

サンタのくにのオルゴール

12 月 10 日（金）
①14:00 開演（13:30 開場）
②16:30 開演（16:00 開場） 大ホール
12 月 11 日（土）

2010.12

名のアーティストを迎え、
アウトリーチコンサートを開催しました。アーティ

●公演スケジュール

①9:40 開演（9:10 開場）
②12:00 開演（11:30 開場）
③14:20 開演（13:50 開場）
④16:40 開演（16:10 開場） 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

・名取こどもミュージカル「お結び」ーひびき合え！友達みんな結ばれるー

Aura クリスマス･コンサート〜聖なる日にア･カペラを〜
12 月 19 日（日）14:00 開演（13:30 開場） 中ホール
全席指定

一般 2,500 円

高校生以下 1,500 円

チケット販売中

名取こどもミュージカル 2010 お結びーひびき合え！友達みんな結ばれるー
11 月 3 日の秋まつりに合わせ、中ホールでは『おやこではじめてコンサー

1 月 16 日（日）①11:00 開演（10:30 開場）
②15:00 開演（14:30 開場） 大ホール
全席自由

一般 1,000 円

中学生以下 500 円

チケット販売中

ト おんがくえほん vol.2』を開催しました。会場は普段コンサート会場
に入ることのできない未就学児や、赤ちゃんを抱っこした親子連れなどを
中心に、ほぼ満席の状態で、子どもから大人まで親子でコンサートを楽
しんでもらいました。本格的なクラシックから全員参加のボディパーカッ
ションまで、大人も子どもも楽しめる内容に会場に来た方は大満足の様
子でした。

第 14 回名取ブラスバンドコンサート
無料

・公演スケジュール

KAZ tap the live with NAKAGAWA
2 月 11 日（金）18:15 開演（17:45 開場）小ホール
全席自由

3,200 円

チケット一般発売 11/27( 土 )

春一番！爆笑なとり寄席
3 月 6 日（日）14:00 開演
全席指定

3,500 円

・オススメ公演 Aura クリスマス・コンサート
・なとり音楽活性化事業 2010 報告

1 月 23 日（日）14:00 開演（13:30 開場）大ホール
全席自由

・開催記録 「創建ホーム株式会社 presents 佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会」

三遊亭小遊三・春風亭昇太

二人会

(13:30 開場）大ホール

チケット一般発売 12/18( 土 )

それいけ！アンパンマン ミュージカル

勇気の花に歌おう♪

3 月 12 日（土）①12:00 開演（11:30 開場）
②15:30 開演（15:00 開場） 大ホール
全席指定

2,500 円

チケット一般発売 1/14( 金 )

フランスの薫り〜映像で楽しむフランス音楽の光彩〜

ピアノ：えなみゆき ゲスト：石井朝奈

３月 13 日（日）14:00 開演（13:30 開場） 小ホール
全席指定

2,000 円

チケット一般発売 12/25( 土 )
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今年は文化会館にクリスマス
コンサートをプレゼントじゃ！

今年もわしらの季節が
やってきたのー。

津軽三味線三十人弾き

じょんから

3 月 21 日（月）14:00 開演（13:30 開場） 大ホール
全席指定

3,000 円

チケット一般発売 12/11( 土 )

ウルトラマンライブ 2011

Peace of the Earth in 名取

3 月 27 日（日）①10:30 開演 (10:00 開場）
②14:00 開演（13:30 開場） 大ホール
全席指定

2,800 円

チケット一般発売 1/15( 土 )
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大きいクリスマスツリーを
飾ってくれているからのー。
特別じゃよ☆

③ ④

みんなー、今年のクリスマスは
文化会館で過ごすんじゃよー。

るよ♪

ンスにあ

エントラ

「文化の森」はホームページでもご覧いただけます。
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名取こどもミュージカル 2010「お結び」ーひびき合え！友達みんな結ばれるー

●開催記録 〜創建ホーム株式会社 presents 佐渡裕指揮シエナ･ウインド･オーケストラ演奏会〜

昨年度に引き続き 100 人のキャストで演じる名取こどもミュージカル。大絶賛を博した「HONK!」が終わって早くも９ヶ月が経とうとしています。

○名取こどもミュージカル実行委員長

「楽しくミュージカルを演じたい！」
「見に来る人にミュージカルを楽しんでもらいたい」と今回も一般公募で 100 人の子どもたちが集まりました。

山田司郎さんからのメッセージ

建ホーム株式会社 presents 佐渡裕指揮

今年のミュージカルは友情、勇気、信じる心をテーマとした「お結び」
。今回は午前と午後の２回公演を行います。１月の公演に向けて日々

足場も土台もないところから「何

シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会」

練習に励んでいる子どもたちの姿をお届けします。

か」を創りあげていく舞台。100

が開催されました。その公演中の「音楽

名の子ども達のがんばりにはいつ

のおもちゃ箱〜佐渡裕のトークと音楽〜」

7 月 11 日（日）にオーディションが行われ、来年 1 月に公演する名取こどもミュー

も勇気づけられます。そしてその

のコーナーで、増田中学校と名取第一中

ジカルが始動しました。参加するメンバーは、市民ミュージカル「ハッピーロケー

舞台を陰で支えているのが、多く

学校の生徒が出演し、佐渡裕さんの指揮

は知識も経験も持たない保護者を

のもと、シエナ・ウインド・オーケストラ

中心とした素人集団です。一人一

の演奏に合わせ、
「Believe」と「大地讃頌」

ション」から数えて 3 回目の参加という子や、兄弟が参加しているのを見て参加
したという子、また友人から誘われ初めて参加する子などミュージカルの経験は

人は微力ですが、信じあい助け合

さまざま。小学 1 年生から中学 2 年生まで、学校も学年も異なる 100 名です。

えば大きな力に変わります。
演じる人と支える人、そして観る
人が一体となって舞台が完成する
のだと感じるこの頃です。まさに
「お結び」ですね。

そんな子どもたちを指導するのは、演出・脚本を担当する

子ども達が練習に専念できる環境

渡辺リカさん。子どもたちが伸び伸びと練習できる楽しい

をつくるために、実行委員やスタッ

雰囲気の中で、一人一人の動きをチェックし、指導してい

フ、そして保護者など、関係者に

きます。先生の指導を聞き逃すまいと、練習に参加する子
どもたちの表情は真剣そのもの。練習は平日の夜に週１回

はある意味ご迷惑をおかけしてい
る部分もあろうかと思います。し

9 月 26 日 ( 日 )、大ホールを会場に「創

の二曲を合唱しました。中学生の突然の登場に会場のお客さんは驚いた様子でしたが、演奏と合唱と
いう演出にみなさん大満足。素晴らしいハーモニーに会場は感動で包まれ、拍手がずっと鳴り響いてい
ました。

PICK UP VOICE
コンサートでお寄せいただいたたくさんのアンケートの中から一部をご紹介します。
・中学生の参加に感動しました。歌詞のように育って下さる事を切に願っております。（市外女性）
・大変素晴らしい企画をありがとうございました。皆様の演奏はもちろんですが、中学生の合唱も大変良かったです。
（市内男性）
・中学生とのコラボ、感動しました。自分も中学時代歌った曲だったので。参加した子どもたちはきっと一生の宝物

かし少しずつの迷惑はやがて大き

になっただろうと思います。ステキな企画でした。
（市外女性）

程度行っています。公演が近づくにつれ、だんだんと練習

な感動に生まれ変わるものと信じ

・合唱と一緒の演奏がとても良かった。学生時代に合唱部だったので、当時のことを思い出し涙が出ました。
（市外

回数も増えていく予定です。歌って踊って演じるミュージカ

ています。

女性）

ルの練習は大変ではないかと子どもたちに質問したところ、
「みんなで踊るのが楽しい」
「こどもミュージカルの練習は
大好き」という声が。また、子どもたちの中には将来の夢
がミュージカルスターという子もいました。

ぜひ会場にお運びいただき、子ど
も達の晴れの舞台を観てあげてく
ださい。

おすすめ公演
アウラ

Aura クリスマス・コンサート〜聖なる日にア・カペラを〜
○演出・脚本

今回で 2 回目となる女性５声のクラシック・ア・カペラ・グループ Aura のコンサー

渡辺リカさんからのメッセージ

ト。究極の楽器ともいうべき “ 声 ” だけで織りなす、みずみずしくかつ優美な音

今回のミュージカルの為に名取に

楽はクリスマスの時期にぴったり。そして今回のコンサートの目玉の一つが名取

通い始めて、早３ヶ月。毎回の稽

第一中学校合唱部との共演です。コンサートのために練習する一中合唱部に取

期待に応えるぞと一生懸命練習に励む子どもたち。

古 が 楽しみで たまらな い。な ぜ

材に行ってきました。

子どもたちが見る人みんなに元気を与えてくれる名取こどもミュージカル「お結び」。感動いっぱいのストーリーと元気いっぱいの演技をぜひ

かって？それはね・・

お楽しみください。（名取こどもミュージカル 2010 ホームページ http://www.natori-km.com/)

その１／名取の子ども達はイキが

合唱部は現在 11 名で、週 6 日 2 時間程度活動してい

いい。演じること、歌うこと、踊る

ます。次の目標は、アンサンブルコンテストで金賞を

子どもたちの練習場には、保護者の姿も。夜の練習が多いので送り迎えは保護者がしています。「子どもたちが家でも一生懸命練習している
姿を見ると、少しでも応援したい。
」と語る保護者の方々。こどもミュージカルはたくさんの方にいろいろな場面で支えられています。そんな

陰の立役者、衣装隊

名取こどもミュージカル 2010「お結び」

「衣装隊」と呼ばれる部隊がこどもミュージカ

ーひびき合え！友達みんな結ばれるー

ルを陰で支えています。子どもたちのお母さ
ん方で構成されており、メンバーは 20 名で、
出演者全員分の衣装作りをしています。家か

▲作業中の衣装隊のみなさん

らミシンを持ち込み、子どもたちが練習している時間に集まって作業してい
ます。練習時間内に終わらないときには、家にお持ち帰りということも。隊
長の菊池さんは前回の「HONK!」の時から隊長に抜擢され、今回で 2 度目。
「もともと作ったりするのが好きだったので、全員分作るのも全然苦ではあ
りません。」と語っていました。ミュージカルを裏方として支える衣装隊の手
作り衣装にもぜひ注目です !!

市内のとある小学校の５年生にはしっかりものが多く楽しい「１組」と、
まとまりがなくて騒がしい「２組」のライバルクラスがあります。ある課
外活動の日のこと、子どもたちが迷い込んだのは世にも不思議なおとぎ
の世界。そこで待ち受けるおどろきの出来事…。やがてきたる運動会の
出し物の「１組」と「２組」勝負のゆくえは…。人と人とが手を結びあ
い生きていくことが大切だということを教えてくれます。笑って、泣いて感
動いっぱいのストーリー。

【日時】平成 23 年 1 月 16 日（日）
①11:00 開演（10:30 開場） ②15:00 開演（14:30 開場）

練習を重ねていくたび演技に熱が入り、そして一人一人が生き生きと
している子どもたち。私たち衣装隊はそんな子どもたちの夢を大きくす

です。そんな魔法のような衣装を手作り出来るのも私たちの幸せです。
本番に向けて子どもたちと一緒に感動を作り続けていけるよう心を込め
て制作していきます。

とても楽しみにしています。「たくさんの人の前で歌う

い。

のは緊張するけど、楽しみです。みなさんにきれいな

その２／名取の子ども達にはガッ

歌を届けるように頑張ります。」と意気込みを語ってく

ツがある。稽古は楽しいことばか
りじゃない。待つことやくり返すこ
とが延々続くが、子ども達は少し
でも前進しようと食らいつく。
その３／名取の子ども達には愛嬌
がある。それがどんなかは、幕が
開いてからの、お・た・の・し・み！
！
そんな子ども達の姿を見れば、貴
方も元気になること間違いなし！
そしてそれを力強く支える母＆父

【入場】全席自由

大切さを感じてもらえるはず。名

す。誰もが洋服を着替えるだけで違う自分を表現することができるもの
▲隊長の菊池菜穂美さん

取ること。そんな生徒たちは今回の Aura との共演を

に 向き合う姿 は 見ていて清々し

【会場】名取市文化会館大ホール

るお手伝いをしていきます。ほとんどがプロではなく手作りが好きな普
通のお母様たちです。衣装を着ると不思議なことにパワーが倍増しま

こと、舞台に立つことに真っすぐ

一般 1,000 円（当日 1,200 円）中学生以下 500 円
文化会館でチケット販売中！お求めはお早めに !!

の姿から、地域が子どもを育てる
取市文化会館でお待ちしていま
す！

れました。今回は Aura と共にクリスマスソングを歌っ
てくれる予定です。
Aura と一中合唱部の歌声がクリスマスを素敵に彩りま
す。

チケット情報
日時：12 月 19 日（日）14：00 開演（13：30 開場）
会場 ： 名取市文化会館 中ホール
チケット好評販売中
一般 2,500 円 高校生以下 1,500 円
プレイガイド ： 名取駅コミュニティプラザ （ウイング
プラザ）、 藤崎、 三越、 チケットぴあ （P コード ：
119-05１）、ローソンチケット （L コード：28429）、
イープラス

