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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
Art for Kids@なとり わくわく楽しい音楽会

復曲能 「名取ノ老女」・狂言「名取川」

共催事業
THE ALFEE
Best Hit Alfee 2017 春フェスタ

名取交響吹奏楽団 第33回定期演奏会

わくわくパビリオン開催レポート

催し物スケジュール

20周年 文化会館のあしあと

施設紹介

文化会館 よもやま話

café smile 今月のおすすめメニュー

TOPICS

06月号
2017

平成29年 8月の休館日について 平成29年8月の休館日は8月8日（火）、8月15日（火）です。第1火曜日の8月1日（火）は開館いたします。
また、8月1日（火）に施設予約抽選会を行いますのでご注意ください。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

● 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

お待たせしました！これまでも会館窓口やお電話にてたくさんのお問い合わせをいただいておりました「復曲能
名取ノ老女・狂言 名取川」の情報をお届けします。10月1日の市制施行記念日に合わせて開館20周年記念事業
として開催される公演です。名取に伝わる伝説をもとにした作品を是非お見逃しなく！！

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。

※ランチ・ケーキは日替りでメニューが変わります。

　先月ゴールデンウィークに開催した「Art for Kids@なとり　わくわく

パビリオン」。当日は、たくさんの皆さんにご来場いただき、テーマパーク

に変身した文化会館では目で見て耳で聴いて、手足で触れて感じて、体

じゅうで様々な体験を楽しむ子どもたちの様子がありました。

　企画の中の一つ、「ふわふわお花畑」ではお花紙で作ったカーネーショ

ンで名取市のマスコットキャラクター カーナ君を描きました。また、20年

後の自分へ宛てた手紙を書いてもらう「タイムカプセル」のコーナーでは、

たくさん子どもたちがお手紙をロケット型のポストに入れてくれました。み

んなで作ったカーネーションで描かれたカーナ君、お手紙コーナーとロ

ケット型ポストは6月中旬頃までサブエントランスに設置しております。ご

来館の際は是非ご覧いただき、未来の自分に宛ててメッセージをご投函く

ださい！

2017年6月から利用申請いただける施設
【ホール】2018年6月利用分まで　【練習室・会議室等】2017年9月利用分まで　7月の施設利用抽選会は、7月1日（土）です。

※2017年8月の抽選会は、8月1日（火）になります。

休館日 6月6日（火）・20日（火） 保守点検日 6月13日（火）・27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

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

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 

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

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】

じめじめする梅雨の６月！散歩がてら、

coffeetimeいかがでしょうか(̂ ^)/　

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♥
ケーキやクッキーが揃ってます！

ちょっとしたプレゼントにも、いかがですか　

濃厚、まろやかアイス

●ストロベリーアイスクリーム
●バニラアイスクリーム
●ピスタチオアイスクリーム
………各￥400（税込）

ライ麦、レーズン、ナッツ
等が豊富に入ってる、コロ
コロクッキー！一押しの
クッキー♥

●smileクッキー
……… ￥300（税込）

マイルドな味！香りも最高♪

●smileアイスコーヒー
……… ￥300（税込）

●smileブレンド豆・100g
…………￥600（税込）

文化会館
  よもやま話

仙台空港アクセス鉄道

ホテルルートイン
大手町大手町



6 名取に伝わる伝説をもとに作られた能「名取ノ老女」は、
東北名取の地で祈り続けた一人の老女の奇跡を描く物
語。明治時代の上演を最後に、能として演じられることは
なくなっていましたが132年ぶりに昨年３月、国立能楽堂
特別企画公演で復曲上演され大きな反響を呼びました。
文化会館開館20周年記念事業として作品の舞台であ
る名取市での上演が実現します。高舘山や名取川、閖
上浜など馴染み深い名取の地名も登場します。古き名
取の伝説が能の舞台で蘇る貴重な公演を是非お楽しみ
ください。

共 催 事 業主 催 事 業

主催・お問合せ チケットGIP 022-222-9999

プレイガイド 名取市文化会館／チケットGIP／e+（イープラス）
ローソンチケット（Lコード：21599）／チケットぴあ（Pコード：318-448）

チケット
全席指定　一般／7,560円

催事名 宝塚歌劇団雪組公演「風と共に去りぬ」

日　時 平成10年6月5日（金）
14:00／18:00開演（2回公演）

演　目 マーガレット・ミッシェル作
「宝塚グランドロマン風と共に去りぬ」

出　演 宝塚歌劇団「雪組」
会　場 大ホール

出　演
楊 鴻泰（指揮）
安東 理紗
（司会・東北放送アナウンサー）
名取交響吹奏楽団

プログラム S.R.ヘイゾ／セブンス
高 昌帥／ウインドオーケストラのためのマインドスケープ
O.ヴェースビ／アウディヴィ・メディア・ノクテ 他

チケット 全席自由　前売券／1,200円　当日券／1,500円　未就学児 無料

プレイガイド 名取市文化会館／ヤマハミュージックリテイリング仙台店／サンリツ楽器／チケットぴあ（Pコード：330-381）

主催・お問合せ 名取交響吹奏楽団　info@n-kyo.net　022-381-5343(折笠)

THE ALFEE

Best Hit Alfee 2017 春フェスタ
全国ツアーの名取公演!

17:30 start
（16:45 open）

116/ 日

大ホール

文化会館にて初めての宝塚歌劇団による公演でした。

14:00 start
（13:15 open）

256/ 日

大ホール

復曲能 「名取ノ老女」・狂言「名取川」復曲能 「名取ノ老女」・狂言「名取川」New!

名取市内の小学校全11校を訪問する仙台フィルハーモニー管弦楽団 ソロ首席チェロ奏
者、三宅進氏を中心に低音楽器にフューチャーして歌心あふれるチェロとコントラバスの
魅力をお届けします。

好評
発売中

名取市文化会館×仙台フィルハーモニー管弦楽団音楽事業提携プロジェクト名取市文化会館×仙台フィルハーモニー管弦楽団音楽事業提携プロジェクト

Art for Kids@なとり わくわく楽しい音楽会
　　　　　　　　     ～うたう! チェロ・コントラバス～
Art for Kids@なとり わくわく楽しい音楽会
　　　　　　　　     ～うたう! チェロ・コントラバス～

三宅 進（仙台フィル チェロ ソロ首席）
吉岡 知広（仙台フィル チェロ首席）
久良木 夏海（山形交響楽団 チェロ）、松本 恒瑛（チェロ）
助川 龍（仙台フィル コントラバス ソロ首席）、澤田 和歌子（ピアノ）

出　演

復曲能 「名取ノ老女」／梅若 玄祥、宝生 和英
狂言 「名取川」／野村 万作、野村 萬斎

出　演

アイルランド民謡／ロンドンデリーの歌
ロジャース／サウンド・オブ・ミュージックより
 「ドレミの歌」「私のお気に入り」「エーデルワイス」 他

プログラム

全席自由　一般／500円　中学生以下／無料（要整理券）※未就学児入場不可チケット

名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザプレイガイド
企画制作：HAL PLANNING

S席…一般／4,000円　友の会／3,500円
 学生（大学生以下）／1,500円
A席…一般／3,000円　友の会／2,500円
 学生（大学生以下）／1,000円

チケット

シーパイン友の会／６月１７日（土）9:00～
 一般／６月２４日（土）10:00～

チケット発売日

名取市／TBC東北放送主　催

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：22351）
チケットぴあ（Pコード：459-200）

プレイガイド

企画制作：国立能楽堂
開館20周年記念事業は、コミュニティ助成事業助成金により実施されます。

三宅 進 吉岡 知広 助川 龍

久良木 夏海 松本 恒瑛 澤田 和歌子

14:00 start
（13:30 open）

7/30 日

中ホール

名取市文化会館　開館20周年記念事業

14:00 start
（13:30 open）

10/1 日

大ホール

「音楽練習室１」
2階自販機コーナーの向かいにあるのが、
音楽練習室１です。アップライトピアノが
常設されており、防音設備が施されてい
るので、ピアノはもちろん、楽器演奏の練
習や歌唱練習などに適したお部屋です。

名取市文化会館にはホール以外にも練習室や会議室などの施設があ
り、スポットを浴びる機会は少ないですが、実はヘビーユーザーの方も
多くいらっしゃいます。そんな隠れた人気施設をご紹介します。

 設紹介施施

SOLD 
OUT

名取市文化会館は平成29年10月1日で開館20周年を迎えます。
名取市の芸術文化活動の拠点として多くの方に親しまれ、いくつもの
催しが行われました。ここでは20年のあゆみを少し振り返ってみます。

20
周年

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。　※結果は返信はがきでお知らせします。

会　場 ………… 名取市文化会館 小ホール
定　員 ………… 50名
申込方法 ……

往復ハガキの往信に ①ご住所 ②お名前 ③電話番号 ④年齢
⑤性別を、返信にはご住所とお名前を明記のうえご応募ください。
〒981-1224　名取市増田字柳田520番地
名取市文化会館「能楽体験講座」係　※7月20日（木）消印有効

「能」体験ワークショップを開講!! 公演に先立ちプロの能楽師による謡と囃子の体験講座を開講します。ぜひご参加ください。

両日

参加費無料

※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。6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

4日（日） 民謡兆栄会 第50回記念発表会 入場無料 民謡兆栄会
090-6259-6315(古瀬）

11日（日） THE ALFEE
Best Hit Alfee 2017 春フェスタ

入場無料

チケットGIP
022-222-9999

平成29年度
第36回青少年健全育成名取市民会議総会
及び青少年健全育成名取市民のつどい

17日（土） 青少年健全育成名取市民会議
022-724-7119

22日（木） フォーデイズ核酸セミナー 入場無料 フォーデイズ(株)
022-371-0371

25日（日） 2017 ベル・ヴァン仙台
15th オカリナコンサート

ベル・ヴァン仙台
022-707-3035（瓜生）
070-6955-6349（馬場）

大ホール
9:30 start（9:00 open)

大ホール
17:30 start（16:45 open）

小ホール ホワイエ
10:30 start（10:15 open)

8日（木） 進路相談会 入場無料 株式会社ライセンスアカデミー
022-239-1641

小ホール
15:00 open・start

5日（月） 親子で参加できる講座&ワークショップ 入場無料
ヒッポファミリークラブ名取
0120-557-761
（平日9：00～17：30）

16日（金） 小林幸子コンサート
全席指定　

SS席／8,640円（税込）
S席／7,560円（税込）

株式会社夢グループ
0570-064-724

大ホール
①14:00 start（13:30 open）
②17:30 start（17:00 open）

入場無料17日（土）
18日（日）

Happy Wedding ～ジューンブライド～
フラワーサークル「花かご」作品展

佐藤 富美子
080-3148-9551

中ホール
13:00～（総会）、14:00～（市民のつどい）

（12:30 open）

小ホール
13:30 start（12:00 open）

25日（日） 名取交響吹奏楽団 第33回定期演奏会
全席自由

前売券／1,200円
当日券／1,500円　未就学児 無料

名取交響吹奏楽団
info@n-kyo.net

大ホール
14:00 start（13:15 open）

展示ギャラリー
10:00～17:00

※18日は15:00まで

中ホール
13:00 start（12:45 open） 入場無料

全席指定　一般／7,560円（税込）

（ ）6歳以上有料。6歳未満のお子様の
ご入場につきましては、周囲のお客
様のご迷惑にならないよう、最大限
のご配慮をお願いいたします。

8／20
（日）
14：00～

会　場 ………… 名取市高舘公民館
定　員 ………… 30名
申込方法 …… 　　　　　　　　　 （先着順）

8／19
（土）
14：00～ 電話申込制

※7月3日（月）以降、直接お電話
　にてお申込みください。

電話／022-382-2328

往復ハガキ申込制 ハガキ1枚で1名様まで
(重複は無効)

名取交響吹奏楽団
第33回定期演奏会

好評
発売中

※6歳以上有料。6歳未満のお子
様のご入場につきましては、周
囲のお客様のご迷惑にならな
いよう、最大限のご配慮をお
願いいたします。

5月3、4日の2日間開催したわくわく
パビリオン。両日とも1,000人を超
えるたくさんの方にご来場いただき
ました。昨年同様、たくさんの風船に
みんな大はしゃぎで、どの会場も楽
しそうな子どもたちの笑顔で溢れて
いました。

わくわくパビリオンArt for Kids@なとり 開催レポート開催レポート

きらきら銀河の
宇宙体験ツアー

ひびきの森
コンサート

楽器体験
ダンスコラボ

ふうせんの海

ぷちぷち
はらっぱ

マリンピア
ファミリー
コンサート

ダンス
「どこふく風」

光の
おえかき

SOLD 
OUT

撮影：佐藤亮介


