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いつも、ご来店ありがとうございます！ 
暑い夏！、あま～くて美味しいアイスで涼みませんか！！
cafe smile のサンデ～が、とっても人気があります。

お気軽にお問合せくださいませ！

・コーヒー ・アイスコーヒー
・アイスティー ・オレンジ
・コーラ ・ウーロン茶 各￥300（税込）

どのサンデ～も、濃厚アイスクリームで仕上げてあります。

●抹茶サンデ～………………650円（税込）
●チョコバナナサンデ～………700円（税込）
●ストロベリ～サンデ～………750円（税込）
●マンゴ～サンデ～…………800円（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 8月7日(火）・21日（火） 保守点検日 8月6日（月）・8日（水）・14日（火）・28日（火）

2018年8月から利用申請いただける施設
【ホール】2019年8月利用分まで　【練習室・会議室等】2018年11月利用分まで　9月の施設利用抽選会は、9月１日（土）です。

※2018年10月の抽選会は、10月１日（月）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

　8月といえば、仙台の七夕祭り！！文化会館にも5色の吹き流
しを設置しています。サブエントランスの開放感のある空間で、
風で揺れる様子はとても涼しげです。是非、空調の効いた館内
で休憩がてら、文化会館の七夕飾りを見にご来館ください。

　会館西側にある駐輪場、市民向けの催事の際にはすぐにいっぱいにな
ることもあります。大人用の自転車からこども用の自転車まで会館に足
を運んでくださる皆様の様々な自転車が日々停められています。風を感
じながら自転車やバイクでのご来館も気持ちいいものですよ♪（K.T）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。

文化会館の好きな風景
職員に聞く!

● 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）
● 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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「屋根付きでオシャレな駐輪場」

Drink
ケータリング致します!!

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。

smile Sundae

名取市文化会館では、会場で受付やフロア案内をしていただくレセプショニストを募集します。初めての方にも安心してご応募いただける
よう、専門講師を迎え接客マナーや接遇を学び、研修終了後はレセプショニストとして財団が実施する催しなどで活躍していただきます。

募集人数 10名程度
（応募多数の場合は書類選考となります）募集期間 7月12日（木）～9月7日（金）必着

日　時 平成30年9月23日（日）・24日（月・祝）9:00～16:00

会　場 名取市文化会館　大ホール・会議室　他

応募方法 指定の申込書に必要事項をご記入のうえ、直接文化会館
窓口へご持参いただくか郵送にてお申込みください。

募集条件 ・右記研修に参加可能な方
・研修終了後、レセプショニストとしての活動が可能であること
・芸術文化に広く興味や関心が高く、接客が得意な方
・４時間以上の立ち仕事が可能であること
・夜間公演の際に交通手段が確保できる方
・満18歳以上の方（高校生不可）　※登録期間は平成32年3月末まで　※公演の際はスーツを着用 ※申込書はホームページよりダウンロードしていただくか、お電話にてお問合せください。

研修会

Café
  Smile
・ カフェ スマイ

ル

 ・
スマイル サンデ～!!

レセプショニスト募集のお知らせレセプショニスト募集のお知らせ



開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

フォーデイズ栄養セミナー 入場無料 フォーデイズ(株)
022-371-0371

小ホール
13:30 start（12:30 open）

名取市市制施行60周年記念
半崎美子スペシャルコンサート

全席指定　4,500円
※未就学児入場不可

エフエム仙台／Mj Entertainment
022-265-7716（エフエム仙台サウンズ）

中ホール
17:00 start（16:30 open）

ヤングコンポーザーコンサートin東北 2018 全席自由
1,000円

ヤングコンポ―ザーコンサート
in東北実行委員会
022-302-3344（平日10:00～18:00）

中ホール
14:00 start（13:30 open）

2日（木）

12日（日）～
15日（水） パソコンで描く絵画展 入場無料 ゆっくりたのしくパソコン教室

022-383-6351
展示ギャラリー
10:00～16:00

子供アニメ映画会
全席自由

900円（当日券のみ）
※2歳以上入場可

エイコウシャ
080-8431-3889

中ホール
①10:30 start（10:00 open）
②14:00 start（13:30 open）

舞台「レインマン」

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

仙台放送
022-268-2174（平日9:30～17:30）

大ホール
18日（土）①13:00 start（12:30 open）
 ②18:00 start（17:30 open）
19日（日）　13:00 start（12:30 open）

第10回
クロマティックハーモニカオンステージ

名取市市制施行60周年記念事業
虹色マカロンおはなし会

「100年先まで伝えたい…名取の物語」

入場無料 馬場ルリ子
070-6955-6349

小ホール
12:30 start（12:00 open）

入場無料 虹色マカロン
080-1813-8203（山口）

小ホール
14:00 start（13:30 open）

16日（木）

18日（土）・
19日（日）

18日（土）

19日（日）

19日（日）

26日（日）

主 催 事 業

国内外で活躍する指揮者・山田和樹氏が名取に登場。自身が音楽監督を務めるプロの合唱団・東京混声合唱
団と共に世界各国の国歌、そして第2の国歌のように親しまれている愛唱歌＝"アンセム"を披露します。
合唱曲として幅広く歌われている名曲や市内中学校合唱部との共演ステージをお楽しみください。

名取市内の小学校全11校の4年生を対象とした音楽アウトリーチコン
サートを行いました。バロック音楽の時代背景や楽器の音の出る仕組
みを学びました。気温も高い中でしたが、子どもたちは間近でのプロの
演奏にじっくりと聴き入っている様子でした。最後は、それぞれの小学
校校歌をチェンバロ、ヴァイオリン、オーボエの伴奏で歌い、子どもた
ちの明るい歌声が教室いっぱいに響いていました。

※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。8月催し物スケジュール

好評
発売中

出　演 山田 和樹（指揮）／津田 裕也（ピアノ）／東京混声合唱団
共演：名取市立第一中学校 合唱部

曲　目 大地讃頌  （作詞 大木惇夫　作曲 佐藤眞）／心の瞳  （作詞 荒木とよひさ　作曲 三木たかし　編曲 加藤昌則）
虹  （作詞・作曲 森山直太朗・御徒町凧　編曲 信長貴富）／カナダ・ブラジル・オーストラリア国歌　他

主催：TBC東北放送

チケット 全席指定　シーパイン友の会／3,000円　一般／3,500円　学生（大学生以下）／1,000円
※未就学児入場不可

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／チケットぴあ（Pコード:117-108）
ローソンチケット（Lコード:22080）／藤崎／仙台三越／e＋（イープラス）

山田和樹指揮 東京混声合唱団 名取特別演奏会179/
祝
月

大ホール

15：00 start
（14:15 open） 実は木管楽器との縁が深い地中海に面した国々。そんな地中海に近い

国の楽曲を中心に、演奏家がお話を交えながら木管五重奏の演奏とと
もにお届けします。

出　演 水野 一英（構成・ファゴット）／芦澤 曉男（フルート）
西沢 澄博（オーボエ）／下路 詞子（クラリネット）／須田 一之（ホルン）

曲　目 ビゼー：歌劇『カルメン』より
シュトラウス：エジプト行進曲　他

チケット 全席自由　シーパイン友の会／1,200円
 一般／1,500円　※未就学児入場不可

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
チケットぴあ（Pコード：119-576）
ローソンチケット（Lコード：22205）／e+（イープラス）

1410/
日

小ホール

14：00 start
（13:30 open）

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
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芦澤 曉男水野 一英

須田 一之下路 詞子

西沢 澄博

シーパイン友の会／3,500円
 一般／4,500円

セット券 名取市文化会館
ローソンチケット（Lコード：21491）

プレイガイド

2つの公演がセットになったお得なチケットをご用意しました。

セット券のご案内

名取市市制施行60周年記念事業

動物を題材にした多くの楽曲の中から、選りすぐりの音楽で愉しむ大人の動物園。
谷川俊太郎さんの詩の朗読とともに、中ホールの芳醇な響きでご堪能ください。

出　演 平川 範幸（指揮）／仙台フィルハーモニー管弦楽団　他

曲　目 ベリオ／Opus Number Zoo 作品番号獣番
ヴォーン・ウィリアムズ：揚げひばり
サン＝サーンス：動物の謝肉祭　他

チケット 全席指定　シーパイン友の会／3,000円　一般／3,500円
学生（大学生以下）／1,000円　※未就学児入場不可

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／藤崎／仙台三越
チケットぴあ（Pコード：119-577）／ローソンチケット（Lコード：22235）
e+（イープラス）　　　

811/
木

中ホール

19:15 start
（18:30 open）

なとりミュージックガーデン
仙台フィルハーモニー管弦楽団

室内オーケストラ
コンサート

企画制作：HAL PLANNING

企画制作：HAL PLANNING

好評
発売中

好評
発売中

出　演 藤原 竜也／椎名 桔平／安蘭 けい／横田 栄司／吉本菜穂子／渡辺 哲

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

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

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）／仙台放送オンラインチケット

共 催 事 業

予定していた2公演が完売のため、急遽追加公演が決定！
アカデミー賞主要４部門を受賞した名作を舞台化。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。

和太鼓コンテスト北日本一決定戦!!
皆様の投票で優勝が決定します!!

残り
わずか 舞台 「レインマン」

出　演 組太鼓一般の部／組太鼓ジュニアの部／大太鼓の部／地元太鼓団体
特別ゲスト：SAMURAI APARTMENT

チケット 全席指定
シーパイン友の会／S席1,300円　A席  900円
 一般／S席1,500円　A席1,100円　※未就学児入場不可

プレイガイド 名取市文化会館／チケットぴあ（Ｐコード：120-049）
日本太鼓協会（048-543-1677）／すわんど（048-600-3033）

主催・お問合せ 一般財団法人日本太鼓協会　048-543-1677
主催・お問合せ 市民企画 びぃなす

022-386-3307（板橋）

169/
日

大ホール

13：00 start
（12:30 open）

188/
土19日・

大ホール

18日（土） 18:00 start（17:30 open）（完売）
19日（日） 13:00 start（12:30 open）（完売）

追加公演
18日（土）13:00 start（12:30 open）

好評
発売中太鼓祭inなとり
第六回北日本大会

名取市市制施行60周年記念事業

出　演 浅野 祥／三浦 公規

チケット 全席自由　前売／3,500円
 当日／4,000円

プレイガイド 名取市文化会館／びぃなす
ローソンチケット（Lコード：21669）

19/ 土

小ホール

14：00 start
（13:30 open）

好評
発売中初秋のひびき
浅野祥×三浦公規

名取市市制施行60周年記念事業

追加公演決定 !!

小学校 音楽アウトリーチ レポート

仙台フィルメンバーが贈る
大人のための音楽鑑賞教室

10/14（日）
仙台フィルハーモニー管弦楽団
室内オーケストラコンサート

11/8（木）

残りわずか


