2012年11月
チケット好評販売中!!

財団主催公演

15 th Anniversary 〜みんなの笑顔を羅針盤に前へ進もう！〜
5都市共同制作公演

なとり音楽活性化事業Ⅱ

カルテット・スピリタス オータムコンサート
日 時：2012年11月3日(土)13:30開演
会 場：中ホール

ビゼー歌劇
「カルメン」

〜交錯する愛とジェラシー そして衝撃のラスト〜
その歌声と美しさで聴くものを魅了してやまないジュゼッピーナ・ピウンティのカルメン、相手役ドン・ホ
セにはミラノ・スカラ座で活躍中のロザリオ・ラ・スピナ、そして指揮は井上道義。
舞台をアジアに置き換え、珠玉のキャストが狂言師 茂山あきらの演出でカルメンの情熱的な世界を描きます。
名取市文化会館 開館 15 周年記念事業に、ご期待ください！

日 時：2013年2月24日(日) 14:00開演
会 場：大ホール ※未就学児入場不可

入場料：全席自由・無料
若手実力派のサクソフォン奏者「カルテット・スピリタス」。
クラッシックをはじめ、ポップス、現代音楽など、4 人が繰り広
げるジャンルを超えた多彩な音楽と、クオリティの 高いパフォー
マンスは、聴くものを一瞬にして魅了します。新しいサックスカ
ルテットの演奏を、どうぞお聴き逃しなく！
【曲目】ガーシュイン：ラプソディ・イン・ブルー／シフリン：映画「燃え
よドラゴン」テーマ曲／ピアソラ：カランブレ ほか

和太鼓 族 -yakara- with Friendʼs LIVE2012

希望の鼓

東日本大震災後、各地で独自の和太鼓による支援を行って来た族 -yakara- が、「希望の鼓」と音
楽仲間と一緒に奏でるスペシャルコンサートが名取に上陸！
【出演】族 -yakara- ／閖上太鼓保存会／エムズジャパンオーケストラ

日 時：2012年11月11日(日) 15:00開演
会 場：大ホール ※未就学児入場不可

入場料：全席指定 一般 S席 8,000円
A席 7,000円
B席 6,000円
シーパイン友の会 各500円引き
【プレイガイド】 名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／
藤崎／チケットぴあ(Pコード182-723)／ローソンチケット(Lコー
ド28363)／JTBエンタメチケット
シーパイン友の会会員チケット電話先行予約
一般発売 11 月 17 日 ( 土 ) 10:00

11 月 10 日 ( 土 )

9:00 受付開始

その他オススメ公演
第52回 住友商事ヤング・シンフォニー

入場料：全席指定 シーパイン友の会 2,700円 一般 3,000円
【プレイガイド】 名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／藤崎／
チケットぴあ(Pコード179-425)／ローソンチケット(Lコード27933)

ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ with 仙台ジュニアオーケストラ 特別演奏会
〜東日本大震災復興支援チャリティーコンサート〜
日 時：2012年11月18日(日) 14:00開演
会 場：大ホール ※未就学児入場不可
入場料：全席自由 一般1,000円 高校生以下500円

デュオ・プリマ リサイタル

【曲目】スメタナ：連作交響詩「わが祖国」より “ 高い城 ” “ モルダウ ” ／シベリウス：交響詩「フィンランディア」ほか

礒絵里子、神谷未穂、いとこ同士で結成したヴァイオリン・デュオ ”Duo Prima”。高度なテクニックとエンターテ
イメント性を兼ね備え、息のあった音が話題の二人。二つのヴァイオリンが織りなす豊かな響きをご堪能ください。

【プレイガイド】 名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／藤崎／仙台三越／
チケットぴあ(Pコード180-378)／ローソンチケット(Lコード28050)／イープラス

【曲目】エルガー：愛の挨拶／クヮンツ：トリオ・ソナタ／モーツァルト：恋とはどんなものかしら・トルコ行進曲 ほか

藤澤ノリマサ CONCERT TOUR 2012
「Sing for You」

日 時：2012年11月24日(土)18:00開演
会 場：中ホール ※未就学児入場不可
入場料：全席指定 シーパイン友の会

2,700円

一般3,000円

日 時：2012年11月25日(日)16:00開演
会 場：大ホール ※4歳以上有料、4歳未満入場不可
入場料：全席指定 シーパイン友の会 5,800円 一般6,500円 市民割引5,800円

学生席(高校生以下)1,500円
※学生席は名取市文化会館窓口のみ販売。学生証をご提示ください。

※市民割引は名取市文化会館窓口のみ販売。名取市民の証明書をご提示ください。

【プレイガイド】 名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／藤崎／
チケットぴあ(Pコード180−217)／ローソンチケット(Lコード28027)

【プレイガイド】 名取市文化会館／仙台三越／新星堂カルチェ5／
チケットぴあ(Pコード174−432)／ローソンチケット(Lコード26927)／イープラス

しまじろうコンサート しまじろうのクリスマス・キャンドル
良き時代 昭和 〜昭和の素敵な歌物語〜
ピアニストそしてアレンジャーとしても活躍する前田憲男と朝コータロー、山崎イサオが歌でつづる
昭和史。楽しいおしゃべりや懐かしい名曲の数々をお楽しみください。
【曲目】港が見える丘／黄昏のビギン／おまえに／昴／ Side by side ／ As time goes by ／枯葉／ What a wonderful world

ほか

日 時：2012年12月12日(水) ①10:30 ②13:00 ③15:30開演
会 場：大ホール
入場料：全席指定 一般2,100円(おみやげつき)
※2歳以下保護者膝上鑑賞無料(保護者1名につき、お子さま1名まで)
【プレイガイド】 名取市文化会館／チケットぴあ(Pコード621-720)／
ローソンチケット(Lコード27079)／イープラス

11月の休館日・保守点検日

消防署

6日(火) 20日(火)
13日(火) 27日(火)

増田
公民館

市役所
増田小

日 時：2012年12月8日(土)18:00開演
会 場：中ホール ※未就学児入場不可

農協

入場料：全席指定 シーパイン友の会 2,700円 一般3,000円
【プレイガイド】 名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／藤崎／
チケットぴあ(Pコード183−180)／ローソンチケット(Lコード28434)

市民
体育館

法務局
杜せきのした駅

増田川

11月 のイベントカレンダー
※下記内容は、2012 年 10 月 1 日現在のものです。主催者の都合により変更となる場合がありますので、詳しくは主催者までお問合せください。

1(木)〜12月2日(日) 9:00 ギャラリー

入場／自由・無料
※11月6日(火)・14日(水)〜16日(金)・20日(火)休み

第14回 ふるさと名取の歴史展
名取市教育委員会

文化振興課(022-384-2111 内線：642)

3(土) 9:00 名取市文化会館(メインエントランス ほか)
2012 ふるさと名取秋まつり 〜復興祭〜

入場／自由・無料

18(日)14:00 大ホール

入場／全席自由1,000円 学生(高校生以下)500円
※未就学児入場不可
※学生席は学生証をご提示ください。

第52回 住友商事ヤング・シンフォニー

ジュニア・フィルハーモニック・オーケストラ
with 仙台ジュニアオーケストラ 特別演奏会
〜東日本大震災復興支援チャリティーコンサート〜
名取市文化会館(022-384-8900)

ふるさと名取秋まつり実行委員会(022-384-2111 内線：406)

3(土) 13:30 中ホール 入場／全席自由・無料
なとり音楽活性化事業Ⅱ カルテット・スピリタス オータムコンサート

19(月)13:30 中ホール 入場／全席自由・無料
第46回すばらしいみやぎを創る運動 県民のつどい
すばらしいみやぎを創る協議会(022-211-2576)

名取市文化会館(022-384-8900)

21(水)13:00 小ホール 入場／全席自由・無料
福祉のしごと面談会 in 名取・岩沼

4(日) 14:00 大ホール 入場／要整理券
第14回 定期演奏会

宮城県 福祉人材センター(022-262-9777)

名取混声合唱団(022-383-0636：柴崎)

5(月) 12:30 中ホール 入場／全席自由・無料
第21回 宮城県高等学校 日本音楽定期演奏会

23(金)13:30 中ホール 入場／全席自由・無料
平成24年度なとり市民のつどい 〜元気創造 これからも 名取〜
名取市教育委員会生涯学習課(022-384-2111 内線：633)

宮城県高等学校文化連盟日本音楽部・宮城県高等学校箏曲連盟(0224-25-3154)

7(水) 13:00 大ホール 入場／関係者のみ
宮城県社会福祉協議会創設60周年記念
第58回宮城県社会福祉大会
宮城県手をつなぐ育成会 宮城県里親会(022-225-8476)

24(土)18:00 中ホール

入場／全席指定3,000円 学生(高校生以下)1,500円
※未就学児入場不可
※学生席は名取市文化会館窓口のみ販売。学生証をご提示ください。

デュオ・プリマ リサイタル
名取市文化会館(022-384-8900)

8(木) 19:00 大ホール

入場／全席指定・7,000円
※名取市文化会館取扱い分は完売いたしました。
※未就学児入場不可

日医工presents 葉加瀬太郎コンサートツアー2012 WITH ONE WISH
TBC東北放送(022-217-7788：キョードー東北)

25(日)16:00 大ホール

入場／全席指定 一般6,500円 市民割引5,800円
※4歳以上有料、4歳未満入場不可
※市民割引は名取市文化会館窓口のみ販売。名取市民の証明書をご
提示ください。

藤澤ノリマサ CONCERT TOUR 2012「Sing for You」
トップアート(022-344-9854：平日11:00〜18:00)

11(日) 13:30 小ホール 入場／全席自由・無料
ザ・寄合・名取閖上さ遊びさ来ねすか？
※参加申込みはFAX番号03-6893-7155まで、お名前・ご住所・ご所属
を記載の上、お申込ください。
名取・旅おこし講(FAX：03-6893-7155)

25(日)9:30 中ホール 入場／全席自由・無料
第20回 リーベ音楽教室ピアノ発表会
富岡 裕美(022-398-3264)

11(日) 15:00 大ホール

入場／全席指定3,000円

※未就学児入場不可

和太鼓 族 -yakara- with Friend's LIVE 2012 希望の鼓
名取市文化会館(022-384-8900)

25(日)13:30 中ホール 入場／1,000円
白畑 教授・河村宗典先生特別講演会
「活性酸素を消す電解還元水の科学と健康」
「電解還元水から学んだこと」
㈲仙都企画(022-396-0321)

12(月) 9:30 小ホール
職場の健康診断
(公社)宮城労働基準協会

仙台支部(022-217-0686)

15(木) 9:20 大ホール 入場／関係者のみ
第48回宮城県音楽教育研究大会 名取大会

29(木)13:15 中ホール

入場／全席自由・無料
※満席になり次第、入場をお断りする場合があります。

第38回 名取市社会福祉大会
社会福祉法人名取市社会福祉協議会(022-384-6669)

宮城県音楽教育研究協議会(022-381-2521：那智が丘小学校)

16(金) 18:30 大ホール

入場／全席自由・無料（招待券1,000枚）
※招待券は、
ささ圭名取店にて準備しております。

復興支援 狂言の会

29(木)15:00 小ホール
平成24年度名取市学校保健会表彰式・講演会
名取市学校保健会(022-382-2538：愛島小学校)

名取つばさライオンズクラブ(022-384-8185)

