ご利用の流れ
お申し込み

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。

Natori Performing Arts Center EVENT INFORMATION 2014.3
使用当日

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

使用許可書を忘れずに
お持ちください。
18 時までに付属設備の
精算をお願いします。
（現金支払）

事前打ち合わせ

ホール

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。
※日程調整のご連絡をいたします。
※多目的ホール “希望の家” の場合は、電話で打ち合わせさせていただきます。

名取市文化会館

イベントインフォメーション
2014 年

3 月号

2014 年 3 月から利用申請いただける施設
ホール：2015 年 3 月利用分まで

休館日

練習室・会議室等：2014 年 6 月利用分まで

3 月 4 日（火）・18 日（火）
※2014 年 12 月までで火曜日以外の振替休館日
5 月 7 日（水）

保守点検日

3 月の施設予約抽選会は 3 月 1 日（土）です。

※4 月の抽選会は、4 月 2 日（水）になります。

3 月 12 日（水）・25 日（火）
※2014 年 1 月〜12 月までで火曜日以外の振替保守点検日
4 月 30 日（水）・9 月 24 日（水）・9 月 29 日（月）
12 月 24 日（水）

シセツ係のワンポイント･コラム #9 「プロセ二アム形式」
劇場・ホールにはいろいろな分類があります。今回は、文化会館の中にある自慢の ! 各ホールがどの分類
に該当するかのお話をしてみたいと思います。
◆大ホール プロセ二アム形式
プロセ二アム＝額縁。“舞台芸術”（オペラ、バレエ、演劇、歌舞伎、ライブなど）で高度な演出を可能
にするために、舞台の上に幕、照明機材、道具などを吊るバトンがあり、スクリーンなども吊ってあります。
また、“演奏芸術”（オーケストラ、吹奏楽、合唱など）にも対応できるように可動の音響反射板（音を
客席に向かって反射させる壁）も備えてあります。
◆中ホール シューボックス形式
シューボックス＝靴箱。舞台と客席が一体の縦長の空間で、残響が豊か。“電気音響”（マイクやスピーカー
など）を使うよりも “建築音響” を活かした生音（なまおと）の “演奏芸術”（室内楽、リサイタルなど）
に向いていますが、しゃべりの声がぼやけて困る際はマイクを使うとよいですね。
◆小ホール 平土間形式
床がフラットな空間を自由自在に、舞台、演奏、展示ほか、様々な用途に使えます。ステージも客席も、
その他の機材・備品も、最低限の照明以外はいちから準備することになりますが、だからこそクリエイティ
ブなことが可能な空間なのかもしれません。
各ホール、上に書いた以外にも講演会や式典など様々な用途にお使い頂けますが、“劇場建築” “芸術文化”
の側面からの分類のお話でした。ネット上にもっときちんとした解説がたくさんアップされているので、
よかったらググってみてください。

（T.W）

「（財）地域創造」ホームページより

交通アクセス

・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

※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。

お問い合わせ

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：h ttp ://b unka.natori.or.jp /

三井住友海上文化財団派遣コンサート

Topics

◦財団主催事業のご案内
◦催し物スケジュール

◦シーパイン友の会のご案内
◦ご利用の流れ

◦シセツ係のワンポイント・コラム #9

中野振一郎の世界 〜宮廷の華 チェンバロ〜／2014.2.1

財団主催事業のご案内 【チケット取扱い・お問い合わせ：名取市文化会館 022-384-8900】
新しい公共スペースを再考するためのダイアローグ〜reconsideration for Natori 〜
"Come on! New Common!!"

- カモン！ ニューコモン！
！-

ワークショップ＆ボディミーティング

震災後、露わになった既存システムの弊害。そこに気付いた今だからこそ、私たち
の住む社会、アート、劇場、文化の持つ意味を再考してみたいという思いから、
この夏、新しいプロジェクトがスタートしました。私たち心の奥底（DNA）に育ま

3 月催し物スケジュール
開催日

催

11日【火】
19日【水】

ワークショップ

ボディミーティング
3 月16日[日] 13:00〜16:00（12:30 開場）小ホール

3 月13日[木] 19:30〜21:30

14日[金] 19:30〜21:30 小ホール

閖上大漁唄込み踊保存会

15日[土] 13:00〜17:00

22日【土】

鑑賞・習う、名取のお話を聞く。

8月からのワークショップで生み出した名取ダンス＆ソング、閖上言葉遊び、朗読劇：未来
からの手紙etcを実演。また上記のいずれかをワークショップ形式で体験。

します。尚、以上のワークは 初めての方でも、簡単

トークディスカッション（司会進行：ダンスドラマトゥルク・中島那奈子）

自分の体（ボディ）を出発点に、その体を取り巻く過去と未来の時間と空間を、もう一つの
大きな体（ボディ）として感じ、考えてみるディスカッション。

参加 費：1,000 円

※出演者や内容が変更となる場合があります。予めご了承ください。

映像記録展 3 月14日[金] 〜16日[日] 9:30〜16:30

※最終日は16:00まで

＜本事業は、宝くじの助成を受けて実施しています。＞

名取市追悼式

14:30 start 大ホール

入場：無料

13:30 start

小ホール

14:00 start 大ホール

30日【日】

政策企画課

022-384-2111（内線302）

※直接会場へお越しください

フォーデイズ（株）
090-3125-0677

入場：無料

入場：無料

名取市教育委員会

022-384-2111（内線625）

13:30 start 中ホール

大津佳子ピアノ教室
090-2884-6176

入場：無料

共催事業 （会館にてチケット取り扱い中）
Piano & Dance Crossing

第2回ウィーン・フィル＆サントリー

名取こどもミュージカル

音楽復興祈念賞

ピノキオ 〜もうひとつの物語〜

3月23日(日)

つぶてソングの集いinみやぎ

3月29日(土)
30日(日)

3月28日（金）
18:30 start

13:00 start

（13:30 open）

講談×津軽三味線

小ホール

（18:00 open）

中ホール

（12:30 open）

大ホール

この春、名取市文化会館発・新しいスタイルの寄席がスタートします。第 1 回目となる

※会館での整理券の
取り扱いは、終了

今回は、落語と並んで寄席芸を代表する「講談」と「津軽三味線」をお届けします。
【出演 】

真打昇進が決まった講談界のホープ・宝井駿之介の鮮やかな口跡！津軽三味線の実力

シーパイン友の会会員：2,000円（割引価格2枚まで）
一般：2,500円

※未就学児入場不可

演目「東北偉人伝」ほか

■プレイガイド

名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ
チケットぴあ Pコード：434-671

学生：500円（大学生まで）

／

ローソンチケット Lコード：25521

※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。※学生席ご購入の際は、学生証をお持ちください。
主催：公益財団法人名取市文化振興財団

お客さまの声

協力：ミヤギテレビ

後援：名取市・名取市教育委員会

三井住友海上文化財団派遣コンサート

中野振一郎の世界 〜宮廷の華 チェンバロ〜 ♩ ♫ ♪

♪チェンバロがとても奥の深い楽器であるとわかりました。楽曲も演奏もとても良く、堪能
できました。軽妙なお話も楽しく、勉強にもなりとても良かった。
♪ピアノとは違う素敵な音色でした。中野さんの楽しいお話で楽器や時代背景も知ることが

の方は、主催者ま

市内小中学生 他

朝日雅宏

に繋がる日本の伝統の底力を体感してください。

しました。ご希望

【出演】

江波有紀

者・松田隆行の確かなバチさばきと胸に響く音色！明日へのエネルギー、未来への希望

3 月1 日[土] 14:30開演（14:00開場）小ホール

ブリタニア

090-7074-3101（高橋）

入場：無料

14:00 start

■チケット《全席自由》

学校教育課

ブラスアンサンブル

2014 Spring Piano Concert

展示ギャラリー（無料）

新・名取寄席 Part１＠文化会館 その壱

名取市

フォーデイズ核酸セミナー

17:00 start 中ホール

参加費： 500 円

16 日のボディミーティング時に発表する、名取ダン

に取り組めます。

主催・お問い合わせ

第10回演奏会

参加型ワークショップ

ス＆ソング、閖上言葉遊び、朗読劇等を一緒にワーク

名

〜東阪神吹奏楽連盟中学校選抜バンドと名取市立中学校吹奏楽部による〜

たちの新しい文化を考える試みです。地域の人たちとの様々な出会いから生まれた
ぜひ、あなたも参加してみませんか。会場でお待ちしています。

事

フレンドシップコンサート

れた名取の文化をひも解き、堀り起こしながら、ダンスや映像の手法を用いて、私
「お茶っこの舞」は、この 3 月にひとつの到達点を迎えます。

東日本大震災

※下記内容は 2014 年 3 月 1 日現在のものです。 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い合わせください。

チケット：全席自由 ※未就学児入場不可

チケット：全席自由

一般 2,500円（当日券3,000円）

お問い合せ：

中学生以下 500円（前売・当日）

お問い合わせ：022-384-0791（大友）

ください。

入場：無料（要整理券）

大人 1,000円（当日券1,200円）

小・中・高生 1,500円（前売・当日）

で直接お問い合せ

「つぶてソングの集い」inみやぎ事務局

（FCT仙台支社内）

※3歳以上有料、2歳以下ひざ上鑑賞無料

022-383-0935（伊藤）

お問い合わせ：080-5562-2626（赤沼）

主催：名取ピアノサークル ♪ぴあるて♪

主催：名取こどもミュージカル実行委員会

022-261-3300

主催：つぶてソングの集いプロジェクト

シーパイン友の会のご案内
会館で開催する芸術公演文化事業をよりお楽しみ頂くため「シーパイン友の会」をご用意しております。
年会費

1,000 円

※入会金不要

／ 期間：4 月〜翌年 3 月 31 日（退会のお申し出のない限り自動更新）※随時募集

必要事項をご記入頂いた入会申込書を窓口にお持ち頂くか、会館宛にご郵送ください。

できてよかったです。素晴らしい楽器を間近に見せてもらえたのもうれしかったです。
♪チェンバロの繊細な音色がとても心地よかったです。チェンバロという楽器の説明もとてもわかり
やすくてよかったです。
♪チェンバロという楽器に興味をもち聴きに来ました。何とも説明しがたい独特の音色、心地よかった
です。生まれて初めてチェンバロにふれました。来て良かったと思いました。
♪初めて聴く楽器でしたが、貴族になったような優雅な気分が味わえた。

特典１

特典２

特典３

特典４

一般発売に先駆けて、お電話

ご予約いただいたチケットは

財団が主催する

財団の主催公演ほか、様々な

で先行予約が可能！

ご自宅まで郵送いたします！

公演チケットの割引購入！

情報をお送りします。

※情報は、2014 年 2 月末時点のものです。内容詳細について変更となる場合があります。予めご了承ください。

詳しくはシーパイン友の会事務局（022-384-8800）までお問い合わせください。

