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café smile 今月のおすすめメニュー
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いつもご来店ありがとうございます！
今年の暑さは、「半端ないって！」まだまだ、残暑続きますね。
「笑糀」（わらこう）cafesmileのオリジナル豆乳甘糀

「飲む点滴」と言われる、甘酒で残暑を乗り切りましょう！

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

2018年9月から利用申請いただける施設
【ホール】2019年9月利用分まで　【練習室・会議室等】2018年12月利用分まで　10月の施設利用抽選会は、10月１日（月）です。

※2018年11月の抽選会は、11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

サブエントランスから会館に入ると、目の前には大ホールへ続く廊下、そして２階、３階まで続く
階段があります。１階の大ホール、２階の中ホール、３階の小ホールへのアプローチが一望でき
るこの場所は、各ホールでこれから始まる催事のワクワク、ドキドキ感が伝わってきます。（Y.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。

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

旧
国
道
4
号

旧
国
道
4
号

「サブエントランスからの風景」

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。

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。

平成30年9月1日より、サービスの向上を図ることを目的として、施設利用に
関するアンケート調査を行いますので、ご協力お願いいたします。

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・祝）・24日（月・振休）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し込みください。

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

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

休館日 9月4日(火）・18日（火） 保守点検日 9月11日（火）・25日（火）

Café
  Smile
・ カフェ スマイ

ル

 ・

●豆乳甘酒
　（プレーン・いちご・ブルーベリー）
…………………………………………………各￥550（税込）

～豆乳あまさけ～

「笑糀（わらこう）」

編集
後記

　空調の効いた部屋の中にいると、夏の暑さも感じることなく一日
を終えてしまいますが、ジリジリの太陽光や、息苦しいような高温
の空気、響き渡るセミの声を体感して「夏だな～」と感じる瞬間も悪
くないと思う今日この頃です。

利用者アンケート
ご協力のお願い
利用者アンケート
ご協力のお願い



島村楽器(株)
022-381-1922島村楽器 第32回音楽コンクール 入場無料

中ホール
11:00 start

（開場は主催者までお問い合せください）
15日（土）

一般財団法人 日本太鼓協会
048-543-1677

名取市市制60施行周年記念
太鼓祭inなとり 第六回北日本大会

大ホール
13:00 start（12:30 open）

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

16日（日）

Rose Marii Ballet Studio
022-226-7517

Rose Marii Ballet Studio
第2回 発表会

大ホール
14:00 start（13:15 open）

入場無料（要チケット）
※チケットは主催者まで
お申し込みください

23日（日・祝）

NHK仙台放送局 広報・事業部
「音楽コンクール」事務局
022-211-1016（平日9:30～18:00）

第85回NHK全国学校音楽コンクール
東北ブロックコンクール

入場無料（要事前申込）
※NHK仙台放送局HPより
お申し込みください
http://nhk.jp/sendai

大ホール  
8日（土）中学校の部 12:15 start（11:15 open)
9日（日）小学校の部 9:40 start（8:50 open)
 高等学校の部 14:45 start（14:00 open)

8日（土）・
9日（日）

名取市文化会館
022-384-8900

山田和樹指揮 東京混声合唱団
名取特別演奏会

大ホール
15:00 start（14:15 open）

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

17日（月・祝）

開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

名取復興文化祭2018 入場無料

入場無料

名取市サポートセンター どっと．なとり（JOCA）
080-8204-6959

市民企画びぃなす
022-386-3307（板橋）

宗家 鳳禮光
0224-52-5899

全席自由 1,000円（事前入金制）
※下記メールアドレスよりお申し込みください
申込アドレス：pyuai.miyagi@gmail.com

みやぎ化学物質過敏症の会
～ぴゅあい～
022-702-7969

フォーデイズ(株)
022-371-0371

名取市立増田中学校吹奏楽部
022-384-2329（上西）

小齋聖佳
090-9632-1270

田村真奈美
022-241-6164

立正佼成会名取支部
0223-24-3851

バレエスタジオ エルドール
090-6853-8700

名取市政策企画課
022-724-7144

名取市商工観光課
022-724-7149

中ホール
13:00 start（12:30 open）

フォーデイズ(株)スタートセミナー 小ホール
13:30 start（12:40 open）

第3回 名取市立増田中学校吹奏楽部
定期演奏会

大ホール
13:30 start（13:00 open）

1日（土）

1日（土） 名取市市制施行60周年記念
初秋のひびき　浅野 祥×三浦 公規

全席自由
前売り／3,500円　当日／4,000円

小ホール
14:00 start（13:30 open）

大ホール
11:00 start（10:30 open）

香りで悩んでいませんか？
～化学物質過敏症を知ろう！～

小ホール
13:00 start（12:15 open）

凰流舞踊会

感謝の演奏会

第32回ピアノ発表会
田村真奈美 音楽教室

名取支部結集大会 
講演 作家 大沼えり子氏

第3回おさらい会

名取市市制施行60周年記念式典

名取市市制施行60周年記念事業
熊野三山シンポジウム

入場無料

小ホール
13:30 start（13:00 open）

中ホール
13:00 start（12:30 open）

小ホール
10;00 start（9:30 open）

中ホール
14:00 start（13:30 open）

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料

入場無料（要整理券）
※整理券は主催者までお申し込みください

2日（日）

2日（日）

10日（月）

15日（土）

15日（土）

23日（日・祝）

23日（日・祝）

24日（月）

べあず企画
090-1703-4167VITALE　廣瀬春乃 ソプラノリサイタルⅥ 小ホール

13:00 start（12:30 open）

大ホール
10:00 start（9:20 open）

中ホール
13:00 start（12:00 open）

全席自由
一般／2,000円　※小学生以下無料24日（月）

30日（日）

30日（日）

・クラシックが身近なものに！子どもにとって恵まれた環境。プログラム

の中の使用楽器の説明すてき！クラシック素人の私のような年配者

にとっても楽しいものでした。

・ビートルズ懐かしい、面白い

試みです。良かった。バロッ

クも印象が違って良かった。 ・カノンがとても良かったです。

西本さんがおもしろかった。

・小学校でのアウトリーチコン

サートが楽しかったので昨年と

今年と続けて来ました。また来

年も来たいと思うので、頑張って

ください。楽しみにしています。

・強く奏でるところと弱く奏でると

ころのメリハリがあり、とても迫

力がありました。また、心をこめ

て演奏していることがよく伝わ

り、7人息がそろっていて夢中に

なって聴いていました。

・ヘンデル＝ハルヴォルセ

ン、テンポ、超絶技巧凄

かった！！リーズナブルにこ

んなに楽しませていただき

ました。ありがとうござい

ました。益々のご活躍を。

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。

7月16日（月・祝）「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」を開催しました。

※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。9月催し物スケジュール

お客様の声

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

名
取
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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

共 催 事 業

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!!

各県大会を勝ち抜いた代表校が全国大会出場を目
指します。

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）

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

主催・お問合せ NHK仙台放送局
022-211-1001（平日9：00～18：00）

チケット 入場無料（要事前申込）
NHK仙台放送局HPよりお申込み下さい。
http://nhk.jp/sendai
[締め切り]全部門 8月31日（金） 午後11時59分

8 99/ ・
土 日

大ホール

8日（土） 中学校の部
12:15 start（11:15 open）
9日（日） 小学校の部
9:40 start（8:50 open）
 高等学校の部
14:45 start（14:00 open）

New!

第85回 NHK
全国学校音楽コンクール
東北ブロックコンクール

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

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

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）

販売終了
舟倉 薫

（司会・朗読）
大橋 エリ

（グラスハープ）ピアノデュオ・リブラ平川 範幸
（指揮）

子どもたちの声


