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NATORI PERFORMING ARTS CENTER EVENT INFORMATION

名 取 市
文化 会 館
イベントインフォメーション

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
名取ブラスバンドコンサート vol.21

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」

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
20周年 文化会館のあしあと
施設紹介
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

1 月
号

2018
2017年 成人式の様子

● 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

　新年も催し物が目白押しの文化会館。毎年春に開催し、5年目を迎える新・名取寄席では、昨年に引き続きご出演
いただくお二人からメッセージをいただきました。共催事業では、文化会館を拠点に活動されている、名取交響
吹奏楽団、名取こどもミュージカルの催事が解禁となりました。ぜひお楽しみに！！

※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 

2018年1月から利用申請いただける施設
【ホール】2019年1月利用分まで
【練習室・会議室等】2018年4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。

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

　新年あけましておめでとうございます！本年も名取市文化会館をよろしくお願い

いたします。

　1月といえば、毎年文化会館を会場に開催されるのが成人式。今年度20歳を迎え

た皆さんは、20周年の文化会館と同学年ということになります。文化会館がオープン

を迎えたころ、産声を上げていた赤ちゃんが、すっかり大きくなって成人を迎え、この

文化会館で成人式に参加してくれる、それだけでなんだか感慨深いものがあります。

　男性はスーツや袴、女性は振袖に身を包み、懐かしい友人たちとの再会を喜ぶ姿

は恒例となり、毎年見ている私たちもなんだか嬉しい気持ちになります。

　さぁ、2018年は新成人の皆さんにとってどんな1年になるでしょうか。たくさんの

人にたくさんの幸せが訪れることを心よりお祈り申し上げます。

文化会館
  よもやま

話

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。

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

あけましておめでとうございます。

今年もどうぞよろしくお願い致します。

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。

ほっと一息できる時間を、おもてなしします。

～あなたに笑顔届けます～

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♥
パーティー予約受付ます!!
お問合せください(̂ )̂/

smile人気№１ランチの
お仕事カレ～
ちょっぴり辛い
オリジナルカレ～

●お仕事カレ～
……… ￥800（税込）

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）

施設利用をご予約される皆様へ大切なお知らせ

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。

2019年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。

休館日 1月1日（月・祝）～3日（水）・16日（火） 保守点検日 1月9日（火）・23日（火）・30日（火）

HAPPY
NEW YEAR!!
今年もよろしく
お願い致します。
café smile



12日（金）

14日（日）

6日（土）

フォーデイズ栄養セミナー

第1回
Hand in Hand NATORI

定期演奏会
入場無料

フォーデイズ(株)
022-371-0371

第1回
Hand in Hand NATORI
定期演奏会
03-6890-5368

28日（日） 名取ブラスバンドコンサート
vol.21

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

小ホール
13:30 start（12:30 open）

小ホール
14:00 start（13:30 open）

小ホール
13:30 start（13:00 open）

大ホール
14:00 start（13:30 open）

小ホール
14:00 start（13:30 open）

21日（日） 語りつぐ平和と希望の音楽会in名取
全席自由　

500円（高校生以下無料）
※当日券については要事前問合せ

入場無料
※整理券はございません。
直接会場へお越しください。

宮城のうたごえ協議会
070-6954-5346（石垣）

中ホール
13:30 start（13:00 open）

13日（土） 多文化共生シンポジウムin名取
～外国人市民と語る、豊かな子育てinなとり～

名取市子ども読書活動推進講演会

入場無料

入場無料
※要事前申込

入場無料

宮城県
宮城県人権啓発活動ネットワーク協議会
022-724-7143
（名取市役所総務課広報広聴係）

名取市図書館
022-382-5437

主 催 事 業

催事名 松竹花形歌舞伎

日　時 平成15年11月15日（土）
13:00／17:30開演（2回公演）

演　目 弁天娘女男白浪／茶壷 

出　演 中村橋之助／中村信二郎　他 

会　場 大ホール

中村橋之助ほか豪華出演陣による歌舞伎公演でした。

 2017年10月14日（土）
 「Natori Jazz Port　Happy Toco LIVE」を開催しました。お客様の声

New! New!

「演劇練習室」
3階小ホールに隣接しているのが演劇練習室
です。体の動きを確認できる大きな鏡があり、
演劇やバレエ、ミュージカルやダンスの練習
に適しています。小ホールに面している方の壁
を回転して開くことで、小ホールとひと続きの
空間として利用することができます。

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
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。
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

市内の中学校・高等学校吹奏楽部と名取交響吹
奏楽団の合同合奏など、年に１度の吹奏楽フェ
スティバル。

共 催 事 業
名取ブラスバンド
コンサート vol.21

出　演 名取交響吹奏楽団
名取市立第一中学校／名取市立第二中学校／名取市立増田中学校
名取市立みどり台中学校／名取北高等学校

出　演 名取こどもミュージカル

※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。１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 入場無料　※整理券はございません。直接会場へお越しください。

好評
発売中

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]

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。

243/ 25 日土

主催：劇団四季

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。

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

全席指定
S席／8,640円　A席／6,480円　B席／3,240円

チケット

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

劇団四季仙台オフィス　022-716-1221 （日祝休）お問合せ

14:00 start
（13:30 open）

2/18 日

小ホール

14:00 start
（13:30 open）

1/28 日

大ホール

14:00 start
（13:30 open）

大ホール

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

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）

プレイガイド 名取市文化会館／e+（イープラス）
ファミリーマート

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

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

①13：00 start
（12:30 open）

②17：30 start
（17:00 open）

大ホール

3/17土

・Happy Tocoはじめて聴きました。
楽しかった。また聴きたいです。

・クラシックやジャズなどを面白くアレンジし、自分たちの音楽の

世界を作られているところが本当に素晴らしかった。

・「展覧会の絵」ブラボー！
コンサートを終え、心が放
たれ、幸せで一杯です。

・素晴らしい演奏、楽しかったです！

・「展覧会の絵」とてもドラマチックでした。

・アレンジがとても良かったです！

Message
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
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

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

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」


