館
文化会
話
よもやま

2016年3月24日にオープンしたカフェスマイルがもうすぐ2周年を迎えます。
ガラス張りの明るい店内。ホールの開場を待つお客様、会議室や練習室での利用
を終えて休憩しているお客様、近隣でお仕事のランチ休憩のお客様などがたくさ
んいらっしゃっています。カフェがオープンして、北側の道路からみた会館の雰囲
気もとても明るくなったように思います。
と評判のお弁当もあります。毎月、本紙コーナーでも紹介させていただいておりま
すが、月ごとに替わる季節に合わせたおすすめメニューも楽しみです。皆さんもぜ
ひ、カフェスマイルにお立ち寄りください。

今月のおすすめメニュー

ほっこりとした店内で
した時間をお過ごしくだ
さい
たりと
っ
ゆ

※ランチ・ケーキは日替りでメニューが変わります。

café smile
寒さ、
まだまだ厳しいですね。
節分の季節となりました。
もりもり食べて、
寒さ乗り切りましょう！！
心も体も癒される空間で、
美味しいランチ・ケーキ・珈琲いかがですか。
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♥

●smileのケーキ（ワンホール）
…………………………………… ￥1,400（税込）〜
パウンドケーキ・シフォンケーキ・定番チョコレートケーキの
常時ご予約承ります。ホームパーティーや贈り物に、いかがで
すか。

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。
パーティー予約受付ます。
お問合せください。

●smileコーヒー
……… ￥400（税込）

マイルドな味！香りも最高♪

●smileブレンド豆・100g
……… ￥600（税込）

文化会館での会議会合に、
コーヒーメーカーと
保温ポットお貸しできます!! 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

年内はお知らせする主催、共催事業で紙面が埋まっており「お客様の声」をお届けするのが遅くなってしまいました。

編集
後記

ご来場いただいた皆様の声は、漏れなく拝見させていただいており、順次本紙にて掲載させていただきます。お客様の

設 置 店 舗

現在、
設置していただいている店舗は
コチラです。

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
●

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!

お声にしっかりと耳を傾け、より良い事業運営につなげて参りますので、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

2018年2月から利用申請いただける施設

【ホール】
2019年2月利用分まで
【練習室・会議室等】
2018年5月利用分まで
２月の施設利用抽選会は、2月1日（木）です。
※2018年3月の抽選会は、3月1日（木）になります。

ご利用の
流れ
休館日

1月28日（月）〜 2019年2月28日（木）
大ホールの修繕を予定しております。

上記期間は大ホールをご予約いただけませんのであらかじめご了承ください。

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。

事前打ち合わせ
ホール

2月6日（火）
・20日（火）

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。

保守点検日

使用当日
使用許可書を受付窓口に
ご提示ください。

2月13日（火）
・27日（火）

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
旧国道

※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。
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名 取 市
文化会 館

イベントインフォメーション
TOPICS
主催事業

新・名取寄席part5@文化会館 唸って語って祝5年!

共催事業

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]

お客様の声

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

シーパイン友の会のご案内

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

お申し込み

2

名取こどもミュージカル
「Together 〜おもちゃの町のものがたり〜2018」

施設利用をご予約される皆様へ大切なお知らせ
2019年

NATORI PERFORMING ARTS CENTER EVENT INFORMATION

月号

カフェで食事や喫茶を楽しめるだけでなく、催事へのケータリングやおいしい

イベントインフォメーション

【お問合せ】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:http://bunka.natori.or.jp/

文化会館 よもやま話

café smile 今月のおすすめメニュー

主 催 事 業
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2/

日

残席
わずか

2 月催し物スケジュール

うな

新・名取寄席part5@文化会館 唸って語って祝5年!
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。

小ホール

14:00 start
（13:30 open）

出

Message
新・名取寄席、５周年おめでとうございます！
二年連続の出演となりますが、50周年の
時にも登場するつもりです。
皆様の笑顔を拝見するのを大変楽しみに
しております。
フランス人落語パフォーマー・尻流複写二

演

シリル

コピーニ

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）

チケット 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

皆 様こんにちは。２年連 続 新・名取寄席
に出演させていただけることになり、大変
光栄に思います。今回も異色のコラボレー
ション、どうぞお楽しみに。
俗曲師・桧山うめ吉

共 催 事 業
3/

17

好評
発売中
土

大ホール

①13：00 start（12:30 open）
②17：30 start（17:00 open）

『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。

24 25

3/

土

好評
発売中
日

大ホール

14:00 start
（13:30 open）

チケット 全席指定

名取こどもミュージカル

「Together

幼稚園児から中学2年生まで64名が演じます。
おもちゃ職人のおもちゃに対する思いと、とり巻
く仲間の関係を通じて、本当に大切なことは何か
を伝える物語。

演

名取こどもミュージカル

チケット 全席自由
前売券

大 人／1,000円
こども／ 500円
当日券 ……………… 大 人／1,200円
こども／ 500円

プレイガイド 名取市文化会館

チケットぴあ（Pコード：482-511）
ローソンチケット（Lコード：22273）他

………………

プレイガイド 名取市文化会館／e+（イープラス）

お問合せ 劇団四季仙台オフィス

催事名

会場・時間

4日（日）

文化の祭典2018
仙台青年笑熱路戯

中ホール
10:00 start（9:30 open）

入場無料

宮城県教育委員会
022-275-9257

5日（月）

LOVE and Light 仙台
いやしのイベント

小ホール
10:00 start・open

入場無料

LOVE and Light 仙台
090-3127-1795（高橋）

主催・お問合せ 名取こどもミュージカル実行委員会
090-4319-6451（斉藤）

主催：劇団四季

2017年10月15日（日）
「なとりミュージックガーデン 仙台フィルメンバーが贈る大人のための音楽鑑賞教室」
2017年11月23日（木・祝）
「名取市文化会館 開館20周年記念 仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート」を開催しました。

・とてもエネルギッシュでかつ情熱的で
すてきな演奏でした。

・ナビゲーターの楽しい会話も良かった。
演奏ももちろん！！

・素晴らしい演奏でした。

・解説されながらなので分かりやすくとても
楽しめました。

主催・お問合せ

中ホール
モーニング公演
11:00 start
入場無料
アフタヌーン公演 14:00 start
※要整理券（当日受付でも配布）
ナイト公演
17:00 start
（開場時間は主催者にお問い合せください）

11日（日・祝）

第2回 おさらい会

小ホール
14:00 start（13:30 open）

入場無料
※要整理券

17日（土）

尚絅学院大学生涯学習センター
第7回発表会

中ホール
13:00 start（12:30 open）

入場無料

18日（日）

新・名取寄席part5@文化会館
唸って語って祝5年!

小ホール
14:00 start（13:30 open）

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

21日（水）〜
23日（金）

平成30年
名取市小・中学校児童生徒書きぞめ展

小ホール
9:00〜16:00
※21日（水）のみ12:30〜16:00

入場無料

施

20
周年

島村楽器株式会社
022-381-1922

名取市文化会館は平成29年10月1日で開館20周年を迎えました。

「リハーサル室」

催事名 Acoustic Whispers 〜音のささやきシリーズ〜 全4回

場 中ホール

出

（ピアノ）
演 Vol.１ 稲本 響

Vol.2 平成18年 9月 2日（土）17:00開演
Vol.3 平成18年12月 １日
（金）19:00開演
Vol.4 平成19年 3月 3日
（土）17:00開演

グランドピアノと防音設備のあるリハー
サル室は、
定員30名。
文字通り出演前の
リハーサル会場として使用される他、
合
唱団や楽団の皆さんの普段の練習会場
としても頻繁に使用されます。

Vol.2 ウェイウェイ・ウー
（二胡）
Vol.3 大萩 康司
（クラシックギター）
Vol.4 藤原 道山
（尺八）／妹尾 武
（ピアノ）

・三宅さんのファンです。
目と耳、
そして心で楽しませていただきました。
・心に響く演奏でした。
・久しぶりにクラシックを聴けたので良かった
です。
仙台フィルの演奏を初めて聴いたので
すが感動しました。

会員特典

会員随時募集中

シーパイン友の会ご案内
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。

名取市教育研究会書写部会
022-381-2032
（名取市立みどり台中学校・下位）

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。

中ホールの音響特性を生かしたアコースティックコンサートシリーズ全4回。

会

名取市文化会館
022-384-8900

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

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。

（土）17:00開演
時 Vol.1 平成18年 6月17日

尚絅学院大学エクステンションセンター
022-381-1490
（尚絅学院大学生涯学習センター）

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

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

日

バレエスタジオ エルドール
090-6853-8700
（遠藤）

設 紹介

仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート

・はじめて参加しました。
とてもわかりやすく良かったです。

・スバラシイ。又、このような機会をつくっていただ
けたら・・・と。希望です！ありがとうございました。

場

La Festa Nova2018
〜新たな発見のある音楽ステージ〜

心豊かなひとときをお楽しみください

・素敵な演奏会をありがとうございました。

入

10日（土）
11日（日・祝）

ファミリーマート

022-716-1221（日祝休）

大人のための音楽鑑賞教室

」

〜おもちゃの町のものがたり〜2018

出

S席／8,640円
A席／6,480円
B席／3,240円

お客 様の声

開催日

※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）

プレイガイド 名取市文化会館／ローソンチケット（Lコード：21530）

劇団四季ミュージカル

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。
※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。

特 典1

特 典2

特典3

特典4

チケットの
優先予約

チケット
郵送サービス

チケット
割引サービス

公演情報の
郵送サービス

年会費／1,000円 ※入会金不要
入会方法／必要事項を記入いただいた入会申込書を窓口にお持ちいただくか、会館宛に
ご郵送ください。※詳細は、ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。
期 間／4月〜翌年3月の1年間（退会のお申し出のない限り自動更新）
現会員のみなさまへ

重要なお知らせ

平成29年度友の会の会員期間は 平成30年3月31日 までとなります。登録は自動更新となりますので、
退会を希望される方は事務局に必ず 3月31日 までにご連絡いただくか、会館窓口へお越しください。

※最近、郵送物が返送されるケースが増えております。登録されたご住所等に変更があった場合は、事務局までお知らせください。

