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 2014.4
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
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。

使用当日

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）

名取市文化会館

イベントインフォメーション
2014 年

4 月号

2014 年４月から利用申請いただける施設
ホール：2015 年 4 月利用分まで

休館日

練習室・会議室等：2014 年 7 月利用分まで

4 月 1 日（火）・15 日（火）

保守点検日

※2014 年度内で火曜日以外の振替休館日
5 月 7 日（水）

4 月の施設予約抽選会は 4 月 2 日（水）です。

4 月 8 日（火）・22 日（火）・30 日（水）
※2014 年度内で火曜日以外の振替保守点検日
9 月 24 日（水）・9 月 29 日（月）・12 月 24 日（水）・3 月 12 日（木）

シセツ係のワンポイント･コラム #10 「駿河小町」
「雪かきをすることはもうないだろう」と、ほっとする今日この頃。もうしばら
くすると車のタイヤをスタッドレスからノーマルに履き替える、そんな季節に
なってきましたね。
さて、私たち施設を管理運営する者にとっては、4 月は、新年の 1 月と共に気
持ちを新たにする時期。「利用者の皆さんは年度の初めに意識することはあるん
だろうか。。。」 とにかく今後も変わらず、皆さんにとって使いやすい快適な施
設であるよう、日々より一層努めてまいりますので、是非是非お出かけください、
ご利用ください。
震災後の 2 年前の春、ここ文化会館での東京・国立劇場・歌舞伎公演の際に（片
岡仁左衛門さんほか出演）、復興を祈念して、国立劇場の敷地内にある桜の苗木
を分けて頂きました。「駿河小町」（するがこまち）という品種。「波の庭」のな
か、多目的ホール「希望の家」から南駐車場寄りの辺りに植樹して、白い標柱
を立ててあります。まだ人の背丈を超える程度の高さで、昨年は花が咲かなかっ
たけれど、この春はどうかな。。。
5 年 10 年 20 年と経った暁には鮮やかに咲きほこる大きな桜の木になっている
のが楽しみです。会館にお越しの際は、ちょっと注目してみてください。
（T.W）

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

新・名取寄席 Part１＠文化会館

※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 /

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 #10

その壱 講談 津軽三味線／2014.3.1

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】

Art for Kids @なとり

今年のゴールデンウィークは文化会館であそうぼう！

今、ブルックリン在住（アメリカ）の日本人作家 NAOKO STOOP が描く絵本「RED KNIT CAP GIRL」が、静かな話題となって
います。5 歳の女の子が、動物たちと様々な世界を体験していくストーリーと優しい作風が、その魅力です。今回は、絵本の原画や

4 月催し物スケジュール
開催日

催

6日【日】

版画（プリント）をはじめ、NAOKO STOOP の初期の作品などを集めた企画展（日本初）を開催します。
また、NHK 教育の「ドレミノテレビ」でも人気を博した山口ともを中心に活躍する Ticobo による「音楽の原点である楽しさ」を
子どもたちに伝えるパフォーマンスなどの企画がみなさまをお待ちしています。ぜひ、お出かけください。

N I T C A P G I R L の世 界
K
D
E
R

山口とも・Ticobo

13日【日】

『ガラクタ音楽会』＆ワークショップ
14日【月】
16日【水】

RED KNIT CAP GIRL（5 歳の女の子）の目線で、原画やプリントを展

あれ？みたことある！の身近なものたちが楽器に大変身。さて、どんな音

示します。絵本の読み聞かせやクラフトコーナーなど、楽しく過ごすメ

が出るのかな？また音楽会の前には、みんなで楽器をつくります。つくっ

ニューがいっぱい！

た楽器を持って音楽会に参加しよう！！

展

示：4 月

26 日［土］〜 5 月 5 日［月・祝］

〜 17:00
会 場：展示ギャラリー
時

間：10:00

入場料：大人 300 円

5月5日[月・祝] ①10:00〜12:00 ②14:00〜16:00 小ホール

：大人 1,500 円 子ども 1,000 円（中学生以下）
チケット《全席自由》

20日【日】
29日【火】

事

名

主催・お問い合わせ

㈱日本アーティストビューロー
夢コン本部事務局
06-6976-6681

第26回夢コン東北地区本選
11:00 start（10:30 open）

中ホール

入場：無料

スプリングコンサート

名取市立第一中学校

14:00 start（13:30 open）大ホール

022-382-3321（森本）

入場：無料

主の晩さん

名取市田高会衆

19:00 start（18:30 open）

中ホール

022-384-2923

入場：無料

フォーデイズ核酸セミナー
13:30 start（12:45 open）

第7回

吹奏楽部

高橋利加子

13:00 start（12:30 open）

仙台三桜高校演劇部

小ホール

フォーデイズ（株）
090-3125-0677

入場：無料

ピアノ教室発表会
中ホール

高橋利加子ピアノ教室発表会
090-2841-3535

入場：無料

単独公演

宮城県仙台三桜高校

①12:00 start（11:30 open）②14:00 start（13:30 open）小ホール

入場：無料

演劇部

022-248-0158（伊藤）

プレイガイド

子ども 200 円（中学生以下）

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、ローソン

※会場入り口にて直接お支払いください

読み聞かせは、期間中の週末と祝日に開催します。

プレイガイド （会館にてチケット取り扱い中）

みんなで音の出る楽器をつくります。ふたつきのペットボトル 2 本（ 炭酸飲料など

廣瀬 春乃 ソプラノリサイタル Progresso

丈夫で丸型、同型のものを２本）、ビー玉、おはじき、小豆などペットボトルの中に

4 月 26 日（土）・27 日（日）・29 日（火・祝）・5 月 3 日（土）〜 5 日（月・祝） 入れて音の出るもの、カッターナイフ、はさみをお持ちください。

なとりミュージックガーデン

ヴェンツェル・フックス
クラリネット・リサイタル
6月28日[土] 14:00開演（13:30開場）中ホール
ヴェンツェル・フックス ̲ クラリネット

（ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席奏者）

向田成人 ̲ ピアノ

お客さまの声

※下記内容は 2014 年 4 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。

入場：一般 2,000円（前売・当日）

チケット《全席自由》

小学生以下：無料

シーパイン友の会会員：3,000円
一般：3,500円

お問い合せ：べあず企画

学生：1,500円（大学生まで）

beazukikaku@gmail.com

※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。
※学生席ご購入の際は、学生証をお持ちください。

友の会先行発売 4 月 12 日［土］9 :00 〜
一般発売 4 月 26 日［土］10:00 〜
主催：公益財団法人名取市文化振興財団

新・名取寄席 Part１＠文化会館 その壱

4月5日［土］13:00 start （12:30 open）小ホール

講談×津軽三味線

♪高野長英氏歴史、そして高橋竹山（声も）懐かしく思いました。力強い中に
せんさいな音が、心地良いです。
♪低俗なメディアの氾濫する昨今、筋のある古来の音曲にふれて来て良かった
と思います。コロコロと頭の中をバチさばきがころがりました。落語には
時々行きますが、講談もすばらしいです。
♪新しい寄席のスタイル、コラボで講談の詠みが、より伝わりました。講談
またききたいです。楽しかったです。

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。
特典１
一般発売に先駆けて、お電話
で先行予約が可能！

特典２
ご予約いただいたチケットは

ご自宅まで郵送いたします！

特典３
財団が主催する

公演チケットの割引購入！

特典４
財団の主催公演ほか、様々な
情報をお送りします。

※情報は、2014 年３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。

