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

施設利用のご案内
2010年３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

2011年３月 利用分まで

練習室・会議室等

2010年６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。

友の会のご案内
名取市文化会館友の会「シーパインズ」
平成22年度 (H22.4〜H23.3)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。）
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
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

3月の休館日・保守点検日
休

館

日 2日(火),16日(火)

保 守 点 検 日 9日(火),23日(火),30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）

＝

2010年3月

３月のイベントカレンダー

オススメ公演

※下記内容は，2010年2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。

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

１（月）9:20 小ホール 入場/自由無料
建築学科通算43期生卒業設計発表会
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

大ホール

入場/関係者のみ

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

なとり幼稚園・なとり第二幼稚園（022-382-2735）

で一緒に盛り上がろう !!

12（金）9:30 中ホール 入場/関係者のみ
くり幼稚園修了証書授与式
くり幼稚園（022-242-0283）

13（土）14:00 大ホール 入場/1,000円(当日1,200円)中学生以下500円
名取市こどもミュージカル「MUSICAL HONK!」
名取市文化振興課（022-384-2111）
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日 時：2010年３月７日
（日）①10：30開演 ②14：00開演
会 場：大ホール

日 時：2010年３月13日
（土）14日
（日）14：00開演(両日とも)
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

入場料：全席自由1,000円(当日1,200円) 中学生以下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!!

チケット販売中!!

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
ハローキティを中心に、歌ったり、踊ったり会

14（日）14:00 中ホール 入場/2,500円(当日3,000円)小中高生1,500円
ショパン生誕200年記念名曲コンサート

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

名取双世会（022-382-1438）

で、家族みんなでお楽しみください。

仙台市立柳生中学校吹奏楽部（022-242-4431）

28（日）14:00 大ホール 入場/自由無料
第４回スプリングコンサート
名取市市立第一中学校吹奏楽部（022-382-3321）

28（日）9:20 中ホール
ピアノ発表会

入場/自由無料
愛島ぴあの教室（022-383-3107）

林家木久扇・林家正蔵 二人会
人 気 テ レ ビ 番 組｢笑 点｣で レ ギ ュ
ラー出演中の林家木久扇と大人気
の林家正蔵による豪華絢爛な「二
人会」。文化会館恒例の “ 初笑い！
なとり寄席 ” にも登場したことが

５０周年を迎え、さらなる落語に
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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
チケット販売中！
！

27（土）13:30 中ホール 入場/自由無料
柳生中学校吹奏楽部 第１回スプリングコンサート

林家木久扇 祝芸能生活50周年記念スペシャル

ある二人。林家木久扇は芸能生活

21（日）①11:00②14:00 大ホール 入場/全席指定1,800円
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！」

(財)名取市シルバー人材センター（022-383-8016）

グリィの冒険物語を美しいメロディで彩った

©2008 円谷プロ･ＵＧプロジェクト

場全体で楽しめるバラエティいっぱいの参加型

入場/関係者のみ

ちがう子が・・・。“みにくいアヒルの子” ア

に上演します！

名取市文化振興課（022-384-2111）

26（金）10:00 中ホール
３月通常総会

一羽だけ大きさも鳴き声も羽の色もぜんぜん

そして次は名取でこどもたちが元気いっぱい

14（日）14:00 大ホール 入場/1,000円(当日1,200円)中学生以下500円
名取市こどもミュージカル「MUSICAL HONK!」

名取市文化会館（022-384-8900）

アヒルのアイー

ダとドレイクの間に生まれたヒナたちの中に、

ミュージカル「HONK!」は世界各国で絶賛され、

７（日）①10:30②14:00 大ホール 入場/全席指定2,800円
ウルトラマンライブ2010 Peace of the Earth in 名取
名取市文化会館（022-384-8900）

名取市こどもミュージカル
「MUSICAL HONK! (ホンク！)」
ちがうことって、悪いこと？

仙台高等専門学校建築学科（022-381-0291）

５（金）①11:00②14:00
親子観劇会

文化庁「地域文化芸術振興プラン」
・みやぎ芸術振興プラン

磨きがかかります。

日 時：2010年５月30日
（日）14:00開演
会 場：大ホール
入場料：全席指定4,200円 ※未就学児入場不可
2/20(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
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。

