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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。

これから、冷たいコーヒー
飲みたくなりますね！

●アイスコーヒー
…………￥300（税込）

オリジナルブレンドコーヒー。
マイルドな味で、香りも抜群。

●smile coffee
…………￥400（税込）

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

休館日 ５月１日(火）・15日（火） 保守点検日 ５月８日（火）・22日（火）・29日（火）

2018年５月から利用申請いただける施設
【ホール】2019年5月利用分まで　【練習室・会議室等】2018年８月利用分まで　６月の施設利用抽選会は、６月１日（金）です。

※2018年７月の抽選会は、７月１日（日）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

編集
後記

　毎年、この時期はお子様向けの公演をご案内しています。子どもたちに名取
市文化会館で楽しい思い出をたくさん作ってもらいたいと思います。是非お楽
しみに！ご来場をお待ちしております。

　希望の家がある波の庭の隣にあって、この時期は桜が綺麗に咲き誇ってい
ます。暖かい日には、子どもたちが遊んでいたり、犬のお散歩をしている方が
いたりして微笑ましい風景です。まだ小さな「駿河小町」という桜の木も、毎
年少しずつ花の数が増えています。これからの成長が楽しみです。（S.I）

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(^^)/

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。

新緑の候　緑が綺麗な季節となりましたね　
お散歩がてらに、イベントの合間に、cafe smileへ！

ゆったりと寛いでくださいませ(^^)/
今月のお薦めは、smileブレンドcoffee。

smileのオリジナルコーヒーです。マイルドな味で、香りも抜群です。
貸切パーティー・お弁当のご注文・貸コーヒーメーカー＆保温ポット 
会議等のお飲み物のケータリングお気軽にお問合せくださいませ！

文化会館の好きな風景
職員に聞く!

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♥

● 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

【 現在、設置していただいている店舗 】

設 置 店 舗
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

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
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？？？？教えて文化会館

「会館南側にある小さな並木道」

Ｑ.初めて利用したいのですが、
        　　電話で手続きできますか？

文化会館の施設を利用するには、まず窓口での利
用者登録が必要です。会館の総合受付窓口にいらし

ていただき、必要書類にご記入の上、ご登録をお願いいたし
ます。
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開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

今年のパビリオンは一味ちがう！文化会館で日本の文化を楽しむ2日間。巨大紙相撲や
かざぐるま、かるたなどで遊んで日本を体感！ゴールデンウィークは文化会館であそぼう!

20日（日） 宮城県名取北高等学校吹奏楽部
第37回定期演奏会 全席自由　300円 宮城県名取北高等学校吹奏楽部

022-382-1261(高田）
大ホール

13:30 start（13:00 open）

20日（日） 名取ピアノサークル ♪ぴあるて♪発表会 入場無料 名取ピアノサークル ♪ぴあるて♪
022-241-6350

中ホール
13:00 start（12:30 open）

27日（日） Alte管弦楽団 第39回公演
全席自由

一般／1,500円　ペア／2,500円
※小学生以下無料

Alte管弦楽団事務局
070-5622-9840

中ホール
16:30 start（16:00 open）

4日（金・祝）～
5日（土・祝）

名取市市制施行60周年記念事業
Art for Kids@なとり わくわくパビリオン

和!っとおどろくたまてばこ
入場無料 名取市文化会館

022-384-8900
全館

10:00～15:00

12日（土） 名取ロータリークラブ創立50周年記念
祝賀演奏会

名取ロータリークラブ
022-384-5816

大ホール
13:30 start（13:00 open） 入場無料

19日（土） 名取市市制施行60周年記念
ブラスのひびきinなとり

名取市自衛隊協力会
名取市自衛隊家族会
022-724-7166（防災安全課内）

大ホール
14:00 start（13:30 open）

入場無料　※要整理券
市役所防災安全課内、（各地区公民館、文化会館にて配布）

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。

会員
特典

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。

年 会 費／1,000円 ※入会金不要　　　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）会員随時募集中

チケットの
優先予約 

特典1
チケット

郵送サービス

特典2
チケット

割引サービス

特典3
公演情報の
郵送サービス

特典4

パビリオン 和!っとおどろくたまてばこ

Art for Kids@なとり

わく わく

入場無料

名取市市制施行60周年記念事業

主 催 事 業 共 催 事 業

心豊か
なひとときをお楽しみください

出　演 名取ピアノサークル ♪ぴあるて♪会員

「名取ピアノサークル♪ぴあるて♪」は初心者から上級者
まで幅広く集うピアノサークルです。
日々の練習の成果を発表する1年に1度の発表会です。

お問合せ 名取ピアノサークル ♪ぴあるて♪　022-241-6350

チケット 入場無料

名取ピアノサークル

♪ぴあるて♪ 発表会

出　演 西沢 澄博（オーボエ）／西本 幸弘（ヴァイオリン）／小池 まどか（ヴァイオリン）
三宅 進（チェロ）／名和 俊（コントラバス）／梅津 樹子（チェンバロ）　他

曲　目 ヴィヴァルディ：「夏」（「和声と創意への試み」「四季」より）
池辺 晋一郎：ビートルズ・ゴー・バックより　他

チケット 全席自由　一般／500円　中学生以下／無料（要整理券）　※5歳以上入場可 チケット発売日 5月25日（金）　10：00～

プレイガイド 名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ

出　演 藤原 竜也／椎名 桔平
中越 典子／横田 栄司／吉本菜穂子／渡辺 哲　他

チケット 全席指定　シーパイン友の会／9,500円　一般／9,800円
※未就学児入場不可

チケット発売日 シーパイン友の会／5月19日（土）9:00～　一般／5月26日（土）10:00～

プレイガイド 名取市文化会館／チケットぴあ（Ｐコード：485-596）／仙台オンラインチケット

主催・お問合せ 仙台放送　022-268-2174（平日9:30～17:30）

名取市内の小学校でアウトリーチコンサートを行った演奏家がお届けするファミリーコンサート。
バッハやヘンデル、ヴィヴァルディの時代、400年も昔だけれど実はとっても新しい！まるでロックンロール
のようにわくわくする、仙台フィルメンバーによるバロックンロール夏フェスをどうぞお楽しみに！！

アカデミー賞主要４部門を受賞した名作が、この夏、舞台になって名取へ!
今まで他人同然で生きてきた“自閉症の兄”と“自由奔放な弟”。出会いによって変化してゆく、それぞれの人生
を描くヒューマンドラマ。

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
～バロックンロール 夏フェス 2018～

New!

舞台 「レインマン」New!

※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。5月催し物スケジュール

45/ 祝
金 5 祝

土・
名取市文化会館

10:00～15：00

188/
土19日・

大ホール

18日（土）
18:00 start（17:30 open）

19日（日）
13:00 start（12:30 open）

167/
祝
月

中ホール

14：00 start
（13:30 open）

205/
日

中ホール

13：00 start
（12:30 open）

出　演 名取交響吹奏楽団

チケット 全席自由　前売券／1,000円　当日券／1,200円

チケット発売日 5月1日（火）10:00～
※名取市文化会館での取扱いは、5月2日（水）9:00～

プレイガイド 名取市文化会館　他

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

名取交響吹奏楽団

第34回定期演奏会
106/

日

大ホール

14：00 start
（13:15 open）

その他、巨大紙相撲大会や昔ばなし主人公なりきり写真館など、楽しい企画満載！

4（金）日

ししおどり
[熊野堂十二神鹿踊]

大ホールホワイエ
11:00 ～

4（金）日・5（土）日

出演：若獅子会

邦楽お囃子
ライブ

中ホール
13:00～ 4（金）日・5（土）日

和　室
①10：30～ ②11：30～

名取
むかしばなし講師：市山 松扇

 市山 幸／若柳 元秀

日本舞踊たいけん

演劇練習室
①4日14：00～ ②5日11:00～
 ③5日14:00～

4（金）日・5（土）日

毎年恒例の

スタンプラリーも

あるよ！！

企画制作：HAL PLANNING

西本 幸弘 小池 まどか西沢 澄博 三宅 進 名和 俊

こどもうた
コンサート

（仙台高専筝曲部）

4（金）日・5（土）日
中ホールホワイエ
12:00 ～

梅津 樹子

○c Masafumi Tamura


