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(2/2)

ウルトラマンライブ2010 Peace of the Earth in 名取

文化会館にウルトラヒーローたちがやってくる。第 1
部「大怪獣バトル〜ナイスとボーイのウルトラころせ
う む」と 第 2 部「ウ ル ト ラ 8 兄 弟 の 奇 跡 〜 Boys
grow up 〜」。ハラハラドキドキのステージにみんな
で一緒に盛り上がろう !!

© 円谷プロ

©2006 円谷プロ･ＣＢＣ

©2008 円谷プロ･ＵＧプロジェクト

日 時：2010年３月７日
（日）①10：30開演 ②14：00開演
会 場：大ホール
入場料：全席指定2,800円
※2歳以下のお子様の保護者膝上での鑑賞は無料
12/12(土)一般発売！
！
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

サンリオハートフルタイム「ハローキティ＆シュガーバニー
ズのきっとうまくいくよ！」supported by MITSUBISHI MOTORS

施設利用のご案内
2009年12月から利用申請いただける施設は以下のとおりです。

ハローキティを中心に、歌ったり、踊ったり会

大ホール・中ホール・小ホール

2010年12月 利用分まで

場全体で楽しめるバラエティいっぱいの参加型

練習室・会議室等

2010年３月 利用分まで

ショーと、シュガーバニーズ、マイメロディ、
クロミを中心とした楽しいミュージカルショー
で、家族みんなでお楽しみください。

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。

©ʼ76,ʼ05,ʼ09 SANRIO SANRIO/W･TVO･MMPC
©ʼ09 SANRIO APPROVAL No.P2310203

日 時：2010年３月21日
（日）①11：00開演 ②14：00開演
会 場：大ホール
入場料：全席指定1,800円
※2歳以下のお子様の保護者膝上での鑑賞は無料
12/5(土)一般発売！
！
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

12月の休館日・保守点検日
休

館

日 1日(火),15日(火)
29日(火)～1月3日(日)

保 守 点 検 日 8日(火),22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12月

12月のイベントカレンダー

オススメ公演(1/2)

※下記内容は，2009年11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。

文化の森LIVE BOX vol.3 サッポロビールpresents ワンドリンクコンサート

劇団四季ミュージカル『アンデルセン』

Hot Swing Jazzical Liveshow

５（土）13:00 大ホール 入場/自由無料
元気な都市 名取市民のつどい

役者・劇作家、ジャズ歌手など
幅広く活躍する高泉淳子 ( 大崎市

「親 指 姫」「裸 の 王 様」「み に く い ア ヒ ル の

名取市教育委員会生涯学習課（022-384-2111）

（古川）出身 ) が、ジャズ・ヴォー

子」・・・。皆さんが子どものころに親しんだ

６（日）18:00 右記オススメ公演をご覧ください
劇団四季ミュージカル「アンデルセン」

カリストとして華やかなステー

童話を書いた、ハンス・クリスチャン・アン

ジを創り上げ、軽快な JAZZ に乗

デルセン。彼が「物語の王様」になるまでの

名取市文化会館（022-384-8900）

せて心弾む夜を演出します。も

青春時代を描いたミュージカルです。

ちろんお酒を飲みながらお楽し

６（日）13:30 小ホール 入場/関係者
クリスマスパーティ

みいただけます。ソフトドリン
ク も ご 用 意 い た し ま す。出 演：

シカゴイングリッシュスクール（022-382-3201）

高泉淳子 (vo)、パトリックヌジェ

11（金）18:30 小ホール 入場/会員(当日入会可)
よろず劇場とんがらし
「まいごのおまわりさん」
なとり子ども劇場（022-386-1103）

12（土）13:00 大ホール
生活発表会

日 時：12月６日
（日）18:00開演
会 場：大ホール
入場料：全席指定Ｓ席8,000円Ａ席6,000円Ｂ席3,000円

入場/自由無料

小学生以下Ｓ席4,000円Ａ席3,000円

入場/自由無料

第1回定期演奏会
仙台高等専門学校名取キャンパス学生会（022-381-0203）

19（土）①14:00 ②16:30 右記オススメ公演をご覧ください
しまじろう
「2009クリスマスコンサート」
名取市文化会館（022-384-8900）

19（土）10:00 小ホール 入場/自由無料
シルバーふれあいまつり
(社)名取市シルバー人材センター（022-383-8016）

20（日）③９:40 ④12:00 ⑤14:20 右記オススメ公演をご覧ください
しまじろう
「2009クリスマスコンサート」
名取市文化会館（022-384-8900）

20（日）13:00 中ホール 入場/自由無料
第3回世界子供短編映画祭＠masda
世界子供短編映画祭＠masda実行委員会（022-384-2432）

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「クリスマスの約束2009」
ミューズアイピアノ教室（090-6259-6121）

26（土）13:00 中ホール 入場/自由無料
仙台ギター教室ジュニア発表会
仙台ギター教室（022-223-7232）

11/21(土)一般発売！
！

初笑い！なとり寄席 春風亭昇太・柳家花緑 二人会

サンタクロースのおんがくかい

名取市手をつなぐ育成会（022-383-6154）

世界子供短編映画祭＠masda実行委員会（022-384-2432）

入場料：全席自由2,000円 ※未就学児入場不可

仙台リサイクルセンター協賛

しまじろう
「2009クリスマスコンサート」

13（日）13:20 小ホール 入場/無料(要申込)
いっしょにあそぼうクリスマス

19（土）13:00 中ホール 入場/自由無料
第3回世界子供短編映画祭＠masda

日 時：2010年１月16日
（土）17:30開演
会 場：小ホール

チケット販売中！
！

くり幼稚園（022-242-0283）

13（日）16:00 大ホール
仙台高専吹奏楽部

(flh.acc)、竹中俊二 (g)

みな様お待たせしました。東京、名古屋、大阪で大好

恒例「初笑い！なとり寄

評のクリスマスコンサートが、ついに名取市文化会館

席」。落語にとどまらず、

にやってきます。初の東北地域でのクリスマスコンサー

さまざまなメディアで活

トの開催です。しまじろうと一緒に歌う・踊る・遊ぶ！

躍する人気噺家・春風亭

ただ観るだけではなく、
” 参加する劇場公演” をお楽し

昇太と柳家花緑の両名を

みください。

お招きし、江戸落語の面
白さを存分にお届けいた
します。初笑いは名取市

日 時：12月19日
（土）①14:00開演②16:30開演
会

文化会館でどうぞ！

12月20日（日）③９:40開演④12：00開演⑤14：20開演
場：大ホール

入場料：全席指定Ｓ席1,900円Ａ席1,500円
※2歳以下のお子様の保護者膝上での鑑賞は無料
チケット販売中!!

日 時：2010年１月23日
（土）①13:00開演②16:00開演
会 場：中ホール
入場料：全席指定3,500円 ※未就学児入場不可
チケット販売中!!

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
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。

