館
文化会
話
よもやま

1月初めからの約1か月間、中ホールのグランドピアノのオーバーホールが行われ
ました。この作業によって内部の弦やハンマーなどの部品を修理または交換し、ま
るで新品のような状態に近づけることで、これからまた気持ちよく弾いて頂けるよ
うになります。
ですが、新品に近い状態ということは楽器もまた生まれたばかりであるというこ
出せるようになります。会館職員も日々交代で弾き込みましたが、これからこの楽

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。
●

器がどんな音を聴かせてくれるのか、まるで生まれたばかりのわが子の成長のよう
に楽しみです。
今年は生まれ変わったこのピアノでどんな演奏を聴かせてくれるのでしょうか。
皆様のご利用をお待ちしております。

今月のおすすめメニュー

※ランチ・ケーキは日替りでメニューが変わります。

café smile
卒業シーズン♪寂しいような、嬉しいような
ご卒業される皆さま、
「ご卒業おめでとうございます。
」
３月は、
サンデ～が揃ってますよ！！
いつのシーズンも愛される、
アイスクリーム♥
濃厚なアイスでデコレーションされた、
サンデ～で癒されてください～！
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♥

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）

●

●抹茶サンデ〜……………………… ￥650（税込）
●バナナチョコサンデ〜 …………… ￥700（税込）
●ストロベリーサンデー …………… ￥750（税込）

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。

編集
後記

味匠ささ圭
増田店・本社工場植松店・
閖上さいかい市場店

●

●

ほっこりとした店内で
した時間をお過ごしくだ
と
り
さい
た
ゆっ

●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）

●

まごころ料理とお酒

●

バンダレコード イオンモール名取店

花桃

●

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

火曜定休／TEL 080-3326-6016

3月になり、少し春の気配が感じられるようになりました。芽吹きを待つ草花のように、平成30年度の企画も今、土
の中であたためているところです。もうすぐ皆さんにお知らせできますので、今しばらくお待ちください！！

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!
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月号

と。ここからたくさん弾き込んで楽器を目覚めさせることによって、その本来の音が

イベントインフォメーション

名 取 市
文化会 館

イベントインフォメーション
TOPICS

ゴールデンウィーク イベント企画中！
お客様の声

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]

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」
シーパイン友の会のご案内
催し物スケジュール

2018年３月から利用申請いただける施設

【ホール】
2019年３月利用分まで 【練習室・会議室等】
2018年６月利用分まで ３月の施設利用抽選会は、３月1日（木）です。
※2018年４月の抽選会は、
４月１日
（日）
になります。

ご利用の
流れ

休館日

お申し込み

事前打ち合わせ
ホール

３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。

３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。

号

4

仙

大手町

台

空

港

アク
セ

ホテルルートイン
ス 鉄道

施設紹介

プレイガイドのご案内

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

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。

20周年 文化会館のあしあと

【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

ゴ ールデ ン ウィー ク

3 月催し物スケジュール

5月4日（金・祝）
・5日（土・祝）

毎年恒例のゴールデンウィークイベントを今年も企画中！！
今年は郷土芸能や昔あそびなど、
「にっぽん」
をテーマに

中!！
画
企
ト
イベン
お客 様の声

会館中を子どもたちの遊び場に大変身させます。
ゴールデンウィークは名取市文化会館で一緒に遊ぼう!!
来月号で内容を詳しくお届けいたします。
お楽しみに！

開催日

催事名

会場・時間

2日
（金）

ママパワーフェスin名取

小ホール
10:00〜15:00

入場無料
※お子様見守りスペースあり

3日（土）

はぎのさんちの春待ちコンサート vol.3

中ホール
14:00 start（13:30 open）

入場無料
※要整理券

4日（日）

第42回 萩音会音楽祭
卒業・修了演奏会・論文・作品発表会

中ホール
10:00 start（9:30 open）

入場無料

宮城教育大学 音楽教育講座
萩音祭実行委員会
080-5736-9147

11日（日）

東日本大震災名取市追悼式

大ホール
14:30 start

入場無料

名取市政策企画課
022-724-7140

大ホール
①13:00 start
（12:30 open）
②17:30 start（17:00 open）

全席指定 S席／8,640円
A席／6,480円 B席／3,240円

劇団四季ミュージカル
17日（土） 『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]

12月14日（木）開催 「佐渡裕指揮シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2017 名取公演
佐渡×シエナが贈るクリスマス・プレゼント！」
・大好きなアフリカン・シンフォニーが聴けてうれしかった。
・佐渡×シエナすばらしかったです。
トークも面白かった。
・キュウ・ウォン・ハンさんの美しい声！佐渡さんのお話、
面白すぎです！アフリカン・シンフォニーは
鳥肌がたちます！シエナの演奏、
心が身体が踊ります！とても良いコンサートでした。

3/

17

好評
発売中
土

大ホール

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

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』

24 25

3/

[ エルサレム・バージョン ]

土

好評
発売中
日

大ホール

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。

14:00 start
（13:30 open）

チケット 全席指定

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

ファミリーマート

022-716-1221（日祝休）

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

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。

18日（日）

第6回東北サクソフォンフェスティバル

中ホール
14:00 start（13:30 open）

全席自由 一般／3,000円
高校生以下／1,000円
（当日それぞれ500円増）※未就学児入場不可

東北サクソフォンフェスティバル実行委員会
080-3337-8652

中ホール
13:00 start（12:30 open）

入場無料

公益財団法人ラボ国際交流センター
022-266-8362

中ホール
①10:30 start（10:00 open）
②16:00 start（15:30 open）
③18:30 start（18:00 open）

全席自由 前売り／1,100円
当 日／一 般 1,500円
大学生 1,300円
中高生 800円

映画「君の笑顔に会いたくて」
製作と上映を支える名取市民の会
080-3324-0787

映画
「君の笑顔に会いたくて」
上映

重要なお知らせ

全席自由
大人／1,000円（当日券／1,200円） 名取こどもミュージカル実行委員会
中学生以下／500円（前売り・当日券とも） 090-4319-6451
（斉藤）
※3歳以上有料、2歳以下膝上鑑賞無料

大ホール
14:00 start（13:30 open）

24日（土）〜
4月1日（日）

3.11ふるさと後刻記絵画展

展示ギャラリー
10:00〜18:00
※4月1日（日）のみ10:00〜15:00

入場無料

杉崎靖夫
090-3686-1576

31日（土）

スプリングコンサート

大ホール
13:30 start（13:00 open）

入場無料

名取市立第一中学校吹奏楽部
022-382-3321

31日（土）

ピアノ発表会

中ホール
第1部10:00 start
（ 9:30 open）
第2部13:30 start（13:00 open）

入場無料

鈴木ピアノクリニック
022-362-6616

施

20
周年

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。

設 紹介

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。

「展示ギャラリー」

生の音楽に触れることが少ない未就学児から楽しめる
コンサート。第1部はお子様向け、第2部は大人向けのプ
ログラムで親子で楽しめるコンサートでした。
催事名 おやこではじめてコンサート

おんがくえほん

日

（火・祝）
13:00開演
時 平成21年11月3日

会

場 中ホール

出

（ソプラノ）、中川賢一（ピアノ）、浜まゆみ（マリンバ）
演 大森智子

曲

七つの子、トルコ行進曲ほか
目 道化師のギャロップ、

第6回東北サクソフォンフェスティバル

特 典1

特 典2

特典3

特典4

日 時

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

2018年3月18日（日）
14:00 start
（13:30 open）

会 場

中ホール

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

劇団四季仙台オフィス
022-716-1221

サブエントランスから階段を上ってすぐ正面
にある展示ギャラリーは、
10.4メートル×8メート
ルの広さがあり、
絵画や美術作品などを展示す
るための施設として設けられています。企業の
新商品の展示会等でも多く使用されています。

チケットのご案内

会員特典

会員随時募集中

シーパイン友の会ご案内

………………

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

心豊かなひとときをお楽しみください

」

〜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

「Together

復興支援春待ちコンサート実行委員会
03-6902-2678
（ブラームスホール協会）

ペンギンインターナショナルスクール
022-226-8975

名取こどもミュージカル
24日（土）
25日（日） 『Together 〜おもちゃの町のものがたり〜 2018』

名取こどもミュージカル

骨盤調整専門サロン・スクール
ﬂoraison
（フロレゾン）
080-8219-8918

入場無料

・アルメニアンを全曲聴けてとても楽しめました！！

共 催 事 業

主催・お問合せ

中ホール
10:00 start（9:45 open）

23日（金）

・吹奏楽の名曲の数々、
シンフォニア・ノビリッシマ、
キャンディード序曲、
アルメニアン・ダンス、
クリスマスの曲等、
すばらしい演奏で満足しました。
佐渡さんの指揮も最高でした。

場

ペンギンインターナショナルスクール
生活発表会&卒園式

21日（水・祝） ラボ・パーティ東北支部 国際交流のつどい

・アンコールのスーザのマーチ、
最高！

入

17日（土）

・歌とアルメニアン・ダンスは良かった。
それとラストのマーチ。
吹奏楽少し苦手意識ありましたが楽しかったです。
・5年ぶりでとても楽しみにしていたので、
大変良かったです。

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。

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。

チケット情報 全席自由
一般／3,000円
高校生以下／1,000円
（当日それぞれ500円増）
プレイガイド 名取市文化会館／ヤマハ仙台店／サンリツ楽器仙台店
ローソンチケット（Lコード：21817）
主催・お問合せ 東北サクソフォンフェスティバル実行委員会
080-3337-8652

仙台フィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会「マイタウンコンサートin名取」
日 時

2018年4月29日（日・祝） 14:00 start（13:15 open）

会 場

大ホール

チケット情報 全席指定

S席／4,500円 Sユース席／3,000円
A席／3,500円 Aユース席／2,000円
※ユース席は公演当日25歳未満の方が対象となります。
公演当日受付にて年齢を証明できるものをご提示ください。
※未就学児入場不可

（イープラス）
プレイガイド 名取市文化会館／仙台フィルサービス／藤崎／仙台三越／e+
ローソンチケット（Lコード：22285）
／チケットぴあ（Pコード：103-762）
主催・お問合せ 仙台フィルサービス

022-225-3934
（受付時間：平日10:00〜18:00）

