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名 取 市
文化 会 館
イベントインフォメーション

主催事業
佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2017 名取公演

新・名取寄席part5@文化会館  唸って語って祝5年!

共催事業
ウルトラマンライブ Peace of the Earth 2017-2018

しまじろうコンサート
おもちゃの くにの クリスマス

劇団四季ミュージカル
 『ジーザス・クライスト＝スーパースター』 [エルサレム・バージョン]

♪ぴあるて♪X’masコンサート

お客様の声
催し物スケジュール
文化会館 よもやま話

café smile 今月のおすすめメニュー

TOPICS

12月
号

2017

● 味匠ささ圭
  増田店・本社工場植松店・
  閖上さいかい市場店
● 東園芸
● イエローハット 名取店
● café 食堂 Laugh（ラフ）
● 菓房たこうや 本店
● かまぼこの佐々直
  中田バイパス店（本店）・名取店
● café EACH TIME
● 牛たんの店一休
● サッポロビール園
● 三愛美容室
● 七輪炭火焼処すみ音
● 得得うどん 名取バイパス店
● 鶴見屋商店 増田営業所
  （ガソリンスタンド）
● まごころ料理とお酒　花桃
● バンダレコード イオンモール名取店
● ハンバーグレストランHACHI
● ホテルルートイン名取
● ホテルル－トイン名取岩沼インター
● ぼんてんラーメン 名取バイパス店
● 閖上さいかい市場
● 理容モリヤ
● Natu-Lino

編集
後記

　今年も残すところ、あとひと月となりました。師（僧侶）が走ると書く師走の12月は、いつもに増して忙しくあっとい
う間に感じます。そんな時期こそ、音楽や芸術に触れる時間をつくり、心を落ち着けて時間を大切に過ごしたいもの
ですね。

※ランチ・ケーキは日替りでメニューが変わります。

現在、設置していただいている店舗は
コチラです。

今月のおすすめメニュー

ご協力いただいている

店舗の皆様、いつも

ありがとうございます!

イベントインフォメーション

設   置   店   舗

café smile
 ほっこりとした店内で

ゆった
りとした時間

をお過ごしください 

2017年12月から利用申請いただける施設
【ホール】2018年12月利用分まで　【練習室・会議室等】2018年3月利用分まで　1月の施設利用抽選会は、1月4日（木）です。

※2018年2月の抽選会は、2月1日（木）になります。

休館日 12月5日（火）・19日（火） 保守点検日 12月12日（火）・26日（火）

講義室・会議室・和室・リハーサル室・音楽練習室・演劇練習室等

ホール

事前打ち合わせ
使用日の約1ヶ月前に舞台スタッフと打ち
合わせを行います。

使用当日

使用許可書を受付窓口に
ご提示ください。

お申し込み

会館窓口にてお申し込み
ください。申込時に使用料
をお支払いいただきます。

ご利用の
流れ

　12月に入り、今年も残り1ヶ月となりました。近頃急に寒くなってきましたが皆様いかが
お過ごしでしょうか？
　さて、もうすぐ楽しいクリスマス！今年の文化会館は3つの大ホール公演でクリスマスを迎えます。
　12月14日（木）は実に5年ぶりとなる佐渡裕とシエナ・ウインド・オーケストラのコンサー
ト。吹奏楽に親しんできた方の中にはファンも多いのではないのでしょうか。今年はバリトン
歌手キュウ・ウォン・ハンと共に「音楽のおもちゃ箱～クリスマス・スペシャル!!」と題し、ロマン
ティックなクリスマスを皆さんにお届けします。
　そして子どもたちには2つのプレゼント、12月16日（土）・17日（日）「しまじろうコンサー
ト」と12月24日（日）「ウルトラマンライブ」があります！親子で一緒に楽しめるステージは
もちろん、ロビーでも色々なお楽しみがいっぱいです。
　今年も子どもから大人まで楽しめるイベントが目白押し！チケットは会館窓口にて好評発
売中です！今年のクリスマスはホールで楽しいひと時を過ごしてみてはいかがでしょうか？
ご来場をお待ちしております！

文化会館
  よもやま話

パーティー予約受付ます!!
お問合せください(̂ )̂/

café smile
営業時間 10:00～17:30（ランチタイム 11:00～14:00）
 火曜定休／TEL 080-3326-6016

文化会館の会議室等へのドリンクの
ケータリング、及びお弁当のご予約も承ります。どうぞ、ご利用ください♬
ドリンク・ケーキのtakeoutもできます。

マイルドな味！
香りも最高♪

●smileコーヒー
……… ￥400（税込）

●smileブレンド豆・100g
……… ￥600（税込）

交通アクセス

※タクシーをご利用の場合はJR名取駅が便利です。
※駐車場の収容台数には、限りがございます。公共交通機関をご利用になるか、可能な限り乗り合わせてご来館ください。
　皆さまのご協力をお願いいたします。

■ 仙台空港アクセス鉄道「杜せきのした」駅より徒歩8分・JR名取駅より徒歩17分

公益財団法人名取市文化振興財団
〒981-1224　名取市増田字柳田520
TEL 022-384-8900　FAX 022-384-6684　URL:http://bunka.natori.or.jp/

【お問合せ】仙台空港アクセス鉄道

ホテルルートイン
大手町大手町

旧
国
道
4
号

旧
国
道
4
号

寒い冬到来。

心も体も温めて、寒い冬を乗り切りましょう♥
クリスマスです！smileのチョコレートケーキで

パーティーはいかがですか(̂ ^)/

smile珈琲とご一緒に、召し上がってください。

お友達とご家族と！そして、仲間と！ほっと一息～

美味しいランチやケーキを食べて

心も体もゆったりしてください♥

smi le定番チョコレート
ケーキ！人気No.１♥

●smileチョコレートケーキ
……… ￥350（税込）

クリスマスケーキにいかが
ですか。（要予約）

●smileチョコレートケーキ（ホール）
…… ￥2,500（税込）

※年末年始の休館日は12月29日（金）～1月3日（水）までとなります。



2日（土）

9日（土）

11月1日（水）～
12月3日（日）

「いっしょにあそぼうクリスマス」

第19回ふるさと名取の歴史展 入場無料

名取市手をつなぐ育成会
080-1677-6307（藤田）

名取市教育委員会文化・スポーツ課
022-724-7176

10日（日）

16日（土）
17日（日）

14日（木）

シカゴイングリッシュスクール
クリスマスパーティー

佐渡裕指揮
シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2017 名取公演

しまじろうコンサート
おもちゃの くにの クリスマス

シカゴイングリッシュスクール
022-382-3201

しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883（通話料無料）
受付時間9:00～21:00
（年末年始を除く）

名取市文化会館
022-384-8900

フォーデイズ核酸セミナー21日（木） フォーデイズ(株)
022-371-0371

24日（日） ウルトラマンライブ
Peace of the Earth 2017-2018

エンターゲート
022-716-5455

小ホール
14:00 start（13:30 open)

展示ギャラリー
9：00～17：00

※12：00～13：00は休み

小ホール
10:30～15:00

小ホール
13:30 start（13:00 open）

大ホール
19:00 start（18:30 open）

大ホール
①  9：50 start（  9：20 open）
②12：10 start（11：40 open）
③14：30 start（14：00 open）
④16：50 start（16：20 open）
※④は16日（土）のみ

小ホール
13:30 start（13:00 open)

小ホール
13:30 start（12:30 open）

中ホール
13:00 start（12:30 open）

小ホール
9:00～16:30

※8日（金）は9:00～15:30

10日（日）
仙台高等専門学校

名取キャンパス吹奏楽部
第9回定期演奏会

入場無料

全席指定
S席／シーパイン友の会5,500円　一般6,000円
A席／シーパイン友の会4,500円　一般5,000円
学生／3,000円（高校生以下、S・Aより選択可）

参加費／500円

入場無料
全席自由

入場無料

入場無料

仙台高等専門学校
名取キャンパス吹奏楽部
022-381-0203

大ホール
15:00 start（14:30 open)

6日（水）～
8日（金） 名取市造形作品展・あすなろ展

ハンドメイドイベント
ぬくもりアパートメントvol.6

入場無料
※要事前申込

入場無料

入場無料

名取市教育研究会
022-386-5551
（名取市立相互台小学校）

ぬくもりアパートメント
nukumori.apartment@gmail.com

17日（日） ♪ぴあるて♪X'masコンサート 名取ピアノサークル♪ぴあるて♪
022-241-6350

23日（土・祝） 第14回おんがく発表会 第14回おんがく発表会
0224-57-1721

大ホール
①10:30 start（  9:30 open)
②14:30 start（13:30 open)

主 催 事 業
10月1日（日） 復曲能「名取ノ老女」・狂言「名取川」を開催しました。お客様の声

全席指定
会館特別価格／2,280円

一般／2,400円
こどもちゃれんじ会員価格／2,160円
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名に
つきお子さま1名まで膝上無料（席が必
要な場は有料）。

全席指定
前売り券／2,800円
当日券／3,000円

※3歳以上有料
※2歳以下、保護者1名に付き1名まで膝上鑑賞可。

好評
発売中

主催：TBC東北放送
制作：クリスタル・アーツ

佐渡×シエナが5年ぶりに名取にやってくる！最後は恒例の全員合奏があるかも？！

指揮：佐渡 裕　ゲスト：キュウ・ウォン・ハン（バリトン）　シエナ・ウインド・オーケストラ出　演
L.バーンスタイン／キャンディード序曲
A.リード／アルメニアンダンス（全曲）　他

プログラム

全席指定 S席…シーパイン友の会／5,500円 一般／6,000円
 A席…シーパイン友の会／4,500円 一般／5,000円
 学生（高校生以下）／3,000円 ※S・Aより選択可
 ※未就学児入場不可　※車いす席、学生席は名取市文化会館窓口にてお求めください。（要・学生証）

チケット

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／e＋（イープラス）／ローソンチケット（Lコード：21769）／チケットぴあ（Pコード：335-201）プレイガイド

佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2017 名取公演

19:00 start
（18:30 open）

12/14 木

大ホール

13:30 start
（13:00 open）

12/17日

小ホール

○c Hikaru.☆

クリスマスイブにウルトラヒーローがやってくる！

共 催 事 業
ウルトラマンライブ
Peace of the Earth 2017-2018

登場ヒーロー ウルトラマンジード／ウルトラマンオーブ
ウルトラマンエックス／ウルトラマン
ウルトラセブン／ウルトラマンゼロ
ウルトラマンギンガ　他

プレイガイド 名取市文化会館
セブンチケット（セブンコード：057-591）

※主催者の都合により変更となる場合がありますので、詳しくは各主催者までお問合せください。

整理券、チケット等のお求めは、主催者へお問合せください。12月催し物スケジュール
開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

チケット 前売り／2,800円　当日／3,000円
※3歳以上有料　※2歳以下、保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可
※公演中の動画撮影及び撮影は禁止となっております。

好評
発売中

しまじろうコンサート

おもちゃの くにの クリスマス
家族で過ごすとっておきのクリスマスの思い出に！

①  9：50 start（9：20open）
②12：10 start（11：40open）
③14：30 start（14：00open）
④16：50 start（16：20open）
※④は16日（土）のみ

大ホール

1612/ ●17日土

New!

主催：劇団四季

全席指定
S席／8,640円
A席／6,480円
B席／3,240円

チケット

シーパイン友の会／12月3日（日）9：00～
一般／12月9日（土）10：00～

チケット発売日 名取市文化会館　他プレイガイド

劇団四季仙台オフィス　022-716-1221 （日祝休）お問合せ

①10:30 start
（9:30 open）

②14:30 start
（13:30 open）

12/24 日

大ホール

劇団四季ミュージカル

『ジーザス・クライスト＝スーパースター』
[エルサレム・バージョン]

イエス・キリストが十字架にか
けられるまでの最後の7日間
を、鮮烈なロックミュージック
で綴るミュージカル。

好評
発売中

新・名取寄席5周年目の集大成は、これまでに登場した講談、落語、浪曲、俗曲…今回は新たに義太夫節
を迎え、伝統語り芸の第一線で活躍する“にっぽんパフォーマー”が一堂に会します。

全席自由　シーパイン友の会／3,000円　一般／3,500円　
学生（大学生以下）／1,500円
※未就学児入場不可　※学生席は名取市文化会館窓口にてお求めください。（要・学生証）

チケット

名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／藤崎／e+（イープラス）
ローソンチケット（Lコード：21530）／チケットぴあ（Pコード：481-953）

プレイガイド

14:00 start
（13:30 open）

2/
2018

18 日

小ホール
落語パフォーマンス：尻流複写二
俗　曲：桧山うめ吉
講　談：神田鯉栄
義太夫：竹本越孝（太夫）、鶴澤賀寿（三味線）

出　演
シリル      コピーニ

新・名取寄席part5@文化会館 唸って語って祝5年!
うな

お問合せ しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883（通話料無料）
受付時間9：00～21：00（年末年始を除く）

プレイガイド 名取市文化会館
「しまじろうコンサート」公式WEBサイト
e+（イープラス）／ 楽天チケット
ローソンチケット（Lコード：27200）
チケットぴあ（Pコード：636-731）

チケット 全席指定
会館特別価格／2,280円
一般／2,400円
こどもチャレンジ会員価格／2,160円

※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につき
　お子さま1名まで膝上無料（席が必要な場合は有料）。
※こどもちゃれんじ会員価格は、「しまじろうコンサート」公式WEB
　サイトからお申し込みいただいた場合のみが該当となります。

お問合せ エンターゲート 022-716-5455

主　催：TBC東北放送　企画制作：円谷プロダクション　制作協力：エンターゲート／アオイスタジオ

©円谷プロ
©ウルトラマンジード製作委員会・テレビ東京

①13：00 start
（12:30 open）

②17：30 start
（17:00 open）

大ホール

3/
2018

17土

New!

名取ピアノサークル♪ぴあるて♪会員出　演

入場無料　全席自由チケット

名取ピアノサークル♪ぴあるて♪
022-241-6350（佐藤）

主催・お問合せ

♪ぴあるて♪
X’masコンサート

名取ピアノサークル♪ぴあるて♪会員による演奏
会。日頃の練習の成果を発表するとともに連弾や
楽器とのアンサンブルなどクリスマスにちなんだ
曲をお届けします。

・いずれも名取に関わる古典芸能で役者も揃い見ごたえがあった。これだけ流派
を超えた役者が揃うことは稀であり、大変良かった。

・名取に深くかかわる「能」…！感動しました！

・震災復興支援のためわざわざ復曲していただき、名取の地で公演いただいたこ
とに心から感謝したい。名取市の大きな財産になると思う。

・名取の地にこのような文化がはぐくまれていたこと、格式のある能にて復活され
たこと、誇りに思います。

・梛の葉のうたに感動し、そして最後があまりにも感動的でした。狂言はとっても
面白く、たくさん笑いました。

・大槻、小田両氏の解説があり、能の世界を身近に感じて鑑賞できました。狂言も
とても楽しく観ました。名取の地で演じていただいたことに感謝します。


