会館施設のご案内
大ホール
収容人員 1,350名
固定席
１階席 902席＋スタッキング席49席＝ 951席
２階席 373席＋スタッキング席26席＝ 399席
計 1,275席＋スタッキング席75席＝ 1,350席
※1階スタッキング席に車椅子スペースを含む。
中ホール
収容人員 450名
固定席
450席※最前列4席を車椅子スペースとして使用
小ホール
収容人員 200名（机使用時100名程度 スタッキング席対応）
会議室
基本定員40名（63.3㎡）
講義室１ 基本定員12名（22.0㎡）
講義室２ 基本定員12名（22.0㎡）
和室
基本定員30〜50名（49.5㎡）
茶室
基本定員4名程度（7.4㎡）
リハーサル室
基本定員30名（120.3㎡）※ピアノ有
音楽練習室１
基本定員10名（54.2㎡）※ピアノ有
音楽練習室２
基本定員10名（63.3㎡）※アンプ・ドラムセット付
ミキサー室
8TRマルチ・O2R・編集器（サディ）他（20.0㎡）
展示ギャラリー
83.2㎡（10.4m×8.0m），天井高さ7.4m，展示壁面長さ
26.4m/38.4m（可動展示壁使用時）
演劇練習室
基本定員50名（88.7㎡）※鏡面有

オススメ公演
ワンドリンクコンサート

瀬木貴将 ＆ 榊原大 Duo“デュオ”
妙なる響きが、疲れた都市に優しくこ
だまする…。サンポーニャ＆ケーナの
マエストロ・瀬木貴将と、自称鍵盤セ
ラピスト・榊原大が丹誠込めて創りだ
す音のサプリメントに、あなたも癒さ
れてみませんか。お酒を飲みながらお
楽しみいただけます。ソフトドリンク

日 時：８月８日
（土）17：30開演
会 場：小ホール

もご用意いたします。

入場料：全席自由 2,000円(ワンドリンク付)
チケット好評販売中！
！

楽しいこと いっさい がっさい！

文化会館の夏まつり なっ祭！
文化会館では、日頃の感謝を込めて、全館開放型イベント “なっ祭 ( なっさい )” を開催するこ
とになりました。夏休みの 1 日をご家族お揃いでお楽しみください。
● ワークショップ体験コーナー
サンポーニャやヨガ、津軽手踊りから昔ばなしまで、いっぱい体験しちゃおう！
● バンドライブ
ロック、フォーク、民族音楽、どんなバンドが出演するかこうご期待！もしかしたら、あのバ
ンドがでるかも！？

施設利用のご案内
2009年８月から利用申請いただける施設は以下のとおりです。
大ホール・中ホール・小ホール

2010年８月 利用分まで

練習室・会議室等

2009年11月 利用分まで

ご利用までの流れ
お申込み
会館窓口にて使用許可申請書に必要事項を記入の上，お申込み
ください。
申込時に使用料をお支払いただきます。
ホール使用時

練習室・会議室等
使用時

事前打ち合わせ
使用日の約1ヵ月前に舞台スタッフと打
合せを行います。
①進行表，②舞台図，③仕込図をご準
備ください。
※日程調整のご連絡をいたします。

● フード＆ドリンクコーナー
いっぱい遊んでおなかがぺこぺこになったらおいしいフードとドリンクで！お父さんにはビー
ルもあるよ。もちろん、お母さんにも！
● ファミリー映画会
親子や家族で楽しめる、楽しい映画をやってるよ！
● かえっこ、縁日コーナー
いらなくなったおもちゃや絵本、アクセサリーをもって集まろう！お互いかえっこ、少し気分
はエコライフ。トミーのマジックショーや楽しい縁日コーナーもあるよ！
● ポスターとサインの展示
公演ポスターと出演者のサイン色紙を展示します。

日 時：８月９日
（日）10：00〜16:00
会 場：全館
入場料：自由無料

特設
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８月の休館日・保守点検日
休
館
日 ４日(火),18日(火)
保 守 点 検 日 11日(火),25日(火)
集中保守点検日 ７月27日(月)～８月７日(金)
※保守点検日は，使用申込受付・チケット販売等の窓口
業務のみとなります。（9:00～17:00）

使用当日
使用許可書を忘れずにお持ちください。
17:00までに附属設備の精算をお願いします。
（現金支払）

祭！
なっ
OPEN
サイト

2009年8月

８月のイベントカレンダー

オススメ公演

※下記内容は，2009年7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。

８（土）17:30

小ホール

ワンドリンクコンサート

しまじろうと ゆうえんち へ いこう！劇場公演

入場/全席自由2,000円(ワンドリンク付)

西本智実マーラー第5番
withロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団

瀬木貴将 ＆ 榊原大 Duo
名取市文化会館（022-384-8900）

９（日）10:00

大和証券グループPRESENTS

全館

恒例！大人気のしまじろうと仲間た

入場/自由無料

文化会館の夏まつり“なっ祭”

楽しいこと いっさい がっさい！

名取市文化会館（022-384-8900）

ちが、今年も名取市文化会館にやっ

エネルギッシュな女性指揮者、西本智実。１９

てきます。しまじろうと一緒に歌う・

９８年から活躍しており、「日本でもっとも有名

踊る・遊ぶ！ただ 観るだけではな

な指揮者」とされている。厳粛な燕尾服に細身

く、” 参加する劇場公演” をお楽し

を包み、威厳に満ちた立ち振る舞いで、オーケ

みください。

ストラの素晴らしさを伝えます。

12（水）９:00 中ホール 入場/関係者のみ
小・中学校、高等学校10年経験者研修
宮城県教育研修センター（022-227-2626）

15（土）①13:30 ②16:00 大ホール 入場/全席指定1,500円
しまじろうと ゆうえんちへ いこう！ 劇場公演
名取市文化会館（022-384-8900）

16（日）③10:30 ④13:00 ⑤15:30 大ホール 入場/全席指定1,500円
しまじろうと ゆうえんちへ いこう！ 劇場公演
名取市文化会館（022-384-8900）

日 時：９月30日
（水）19：00開演
会 場：大ホール

日 時：８月15日
（土）①13：30開演②16：00開演

８月16日（日）③10：30開演④13：00開演⑤15：30開演
会

場：大ホール

販売終了
入場料：全席指定SS席
14,000円

Ｓ席13,000円
Ａ席10,000円 Ｂ席販売終了
7,000円

※未就学児入場不可

入場料：全席指定1,500円

チケット販売中！
！

チケット販売中！
！

ブロードウェイミュージカル

フロッグとトード

なとりりんくうタウン presents

「オールナイトニッポン」
コンサート〜明日への翼〜

がま君とかえる君の春夏秋冬

19（水）14:00 中ホール 入場/関係者のみ
名取市教育研究会講演会

オールナイトニッポン
原作の「ふたりはともだち」は小学２

名取市教育研究会（022-382-2546）

で 聴 い て い た、あ の 素

年生の国語の教科書「お手紙」に採用

晴らしい歌が昨年に続

されています。流れる四季の景色の中

22（土）14:00 中ホール 入場/自由無料
トロンボーンアンサンブル鈴木組 第2回演奏会

き 再 び 名 取 に 集 結！今

で繰り広げられるがま君とかえる君の、

年もみんなで歌いま

おかしくも心温かなミュージカル。生

しょう！

演奏とともに、家族やお友達といっしょ

トロンボーンアンサンブル鈴木組（090-7074-3101）

出演：

にお楽しみ下さい！

23（日）13:30 小ホール 入場/全席自由2,500円
オペラ
「修道女アンジェリカ」演奏会形式
仙台オペラを楽しむ会（022-381-5256）

26（水）①13:15 小ホール 入場/申込必要
平成21年度危険物取扱者保安講習
宮城県危険物安全協会連合会（022-276-4850）

27（木）②９:15 ③13:15 小ホール 入場/申込必要
平成21年度危険物取扱者保安講習
宮城県危険物安全協会連合会（022-276-4850）

29（土）13:00 大ホール 入場/自由無料
第61回宮城県合唱コンクール
宮城県合唱連盟（022-215-1575）

30（日）10:00 大ホール 入場/自由無料
第61回宮城県合唱コンクール
宮城県合唱連盟（022-215-1575）

イルカ , 宇崎竜童、
太田裕美、尾崎亜美、

日 時：９月５日
（土）13：00開演
会 場：大ホール

山本潤子

入場料：全席指定 大人5,000円 子ども 3,500円
※子ども料金は3歳以上小学生まで。２歳以下はひざ上に限り１名
まで無料。ただし席を要する場合は有料（子ども料金）。
チケット販売中！
！

日 時：10月４日
（日）17：00開演
会 場：大ホール
入場料：全席指定6,300円 ※3歳以上有料
チケット発売中！
！

プレイガイド
(財)名取市文化振興財団主催のイベントのチケットは，下記プレイガイドでお求めいただけます。
名取市内
あおい書店 タカハシ写真 渡辺ふとん店 JA名取岩沼（本店・支店） 名取市文化会館
仙台市内
三越仙台店・藤崎・さくら野仙台店
オンラインチケット
ローソンチケット（ローソン各店） チケットぴあ（ファミリーマート各店 サークルＫ・サンクス各店） イープラス http://eplus.jp(携帯＆PC)
※公演によってはお取扱いがない場合があります。詳しくは，名取市文化会館（022-384-8900）へお問合せください。

