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

名取市文化会館友の会「シーパインズ」
平成21年度 (H21.4〜H22.3)会員募集中!!
＝ 会 員 特 典
特典１ チケット先行電話予約

＝

一般発売に先駆けて，チケットのご予約を承ります。

特典２ チケット郵送サービス

ご予約いただいたチケットを郵送にてお届けします。

特典３ イベント情報サービス

友の会会報「シーパイン」
（年３回発行）で公演情報を一足
早くお届けします。

特典４ チケット割引サービス

公演ごとにお申込2枚までを1割引でお求めいただきます。
（3枚目以降通常価格）
※名取市文化会館窓口（電話予約を含む）でのお取扱分の
み対象。
また，催事によって割引がない場合もあります。

有効期限
毎年4月から翌年3月31日まで。有効期限までに退会の申し出がな
い場合には，
自動更新となります。
年会費
お一人様1,000円。
（年度途中の入退会による年会費の返金等はご
ざいませんのであらかじめご了承ください。）

施設利用のご案内
2009年９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９月 利用分まで

練習室・会議室等

2009年12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

友の会のご案内

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。

入会方法
会館窓口備付の申込用紙に必要事項を記入の上，事務局（名取市
文化会館窓口）へお申込ください。
チケット代金・年会費の口座振替の手続きがございますので，指定
口座の銀行印をお持ちください。
申込用紙の郵送をご希望の方は，事務局へお気軽にご相談くださ
い。
お問合せ
シーパインズ事務局
〒981-1224 名取市増田字柳田520 名取市文化会館内
TEL：022-384-8800／E-mail：tomonokai@natori.or.jp
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

９月の休館日・保守点検日
休

館

日 １日(火),15日(火)

保 守 点 検 日 ８日(火),24日(木),29日(火)
※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）

2009年9月

９月のイベントカレンダー

オススメ公演

※下記内容は，2009年8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。

ブロードウェイミュージカル

３（木）13:30 大ホール 入場/招待状持参
平成21年度名取市敬老会

フロッグとトード

大ホール

ブロードウェイミュージカル

入場/大人5,000円 子ども3,500円

フロッグとトード

名取市文化会館（022-384-8900）

５（土）①10:30 ②14:00 中ホール 入場/無料(整理券必要)
ヤクルトファミリーコンサート(感謝祭)

宮城中央ヤクルト販売(株)（0120-51-8960）

12（土）未定 大ホール 入場/自由無料
ETV50第76回NHK全国学校音楽コンクール東北ブロック

NHK仙台放送局（022-211-1016）

13（日）未定 大ホール 入場/自由無料
ETV50第76回NHK全国学校音楽コンクール東北ブロック

原作の「ふたりはともだち」は小学２年生の国語の教科書「お

で 聴 い て い た、あ の 素

手紙」に採用されています。流れる四季の景色の中で繰り広げ

晴らしい歌が昨年に続

られるがま君とかえる君の、おかしくも心温かなミュージカル。

き 再 び 名 取 に 集 結！今

生演奏とともに、家族やお友達といっしょにお楽しみ下さい！

年もみんなで歌いま

演出：鈴木裕美

しょう！

出演：石丸謙二郎、川平慈英、おかやまはじめ、

高谷あゆみ、中山昇、宮菜穂子

14（月）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

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）。

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

名取市教育委員会（022-384-2111）

19（土）13:30 大ホール 入場/自由無料
TBCこども音楽コンクール宮城地区大会

TBC東北放送（022-229-1111）

23（水）①10:30 ②14:00中ホール 入場/一般1,000円 高校生以下800円
聖和学園高等学校presents 旭山動物園物語 ペンギンが空をとぶ

仙台放送（022-268-2174）

26（土）13:30

中ホール

名取市医療セミナー

入場/自由無料

前立腺がんについての市民公開講座

27（日）14:00 小ホール
ピアノ発表会

武田薬品工業株式会社（022-264-8812）

入場/自由無料
中澤香織・戸田彩子（022-381-5256）

30（日）19:00 大ホール 入場/S席13,000円
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

名取市文化会館（022-384-8900）

ワンドリンクコンサート

塩谷哲ピアノコンサート
国境もジャンルも超えた実力、人気№1

９８年から活躍しており、「日本でもっとも有名

ピアニスト塩谷哲を迎えて開催する、文

な指揮者」とされている。厳粛な燕尾服に細身

化の森 LIVE BOX vol.2。素敵なピアノを

を包み、威厳に満ちた立ち振る舞いで、オーケ

お酒を飲みながらお楽しみいただけま

ストラの素晴らしさを伝えます。

す。ソフトドリンクもご用意いたします。

日 時：９月30日
（水）19：00開演
会 場：大ホール

販売終了
入場料：全席指定SS席
14,000円
※未就学児入場不可

チケット発売中！
！

エネルギッシュな女性指揮者、西本智実。１９

Ｓ席13,000円
Ｂ席販売終了
7,000円

Ａ席販売終了
10,000円

チケット販売中！
！
野角裕美子（022-382-5622）

入場料：全席指定6,300円 ※3歳以上有料

文化の森 LIVE BOX vol.2 サッポロビールpresents

大和証券グループPRESENTS

16（水）14:30 大ホール 入場/名取市内小学校6年生及び引率者
こころの劇場名取公演 劇団四季

TBC東北放送（022-229-1111）

日 時：10月４日
（日）17：00開演
会 場：大ホール

チケット販売中！
！

宮城県教育研修センター（022-227-2626）

20（日）10:30 大ホール 入場/自由無料
TBCこども音楽コンクール宮城地区大会

出演：
イルカ , 宇崎竜童、

NHK仙台放送局（022-211-1016）

23（水）13:00 小ホール 入場/自由無料
ピアノ・エレクトーン発表会

「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

オールナイトニッポン

名取市健康福祉部介護長寿課（022-384-2111）

５（土）13:00

なとりりんくうタウン presents

日 時：10月24日
（土）18:00開演
会 場：小ホール
入場料：全席自由2,000円

8/15(土)チケット一般発売！
！

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。

