職員に聞く!

いつもご来店ありがとうございます！

Café

お友達とのお茶会・打ち合わせ、
お一人での寛ぎタイム。
是非、お待ちしております。

・

Smile

好きな風景

文化会 館の

肌寒く感じる、この頃。ゆったりとカフェで過ごしませんか。

ル
・ カフェ スマイ

お弁当のご予約・ドリンクケータリングにどうぞご利用ください。

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♥

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。

「大きな窓を望むホワイエ」
大・中・小ホールそれぞれのホワイエから三者三様の風景を眺めること

ができますが、中でも中ホールホワイエの窓が気に入っています。四角く
額縁で切り取ったような外の景色や四季折々で変化する街路樹と赤い絨毯

●smile ブレンドコーヒー
………… ￥400（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 はちみつ
……… ￥800〜（税込）

すっきりとした甘さ！！

文化会館の各ホール・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、ご利用くださいませ。
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。

café smile

その日のケーキにより種類が
変更します。

2018 .

義 援 金の報告

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(^^)/

「山田和樹指揮 東京混声合唱団 名取特別演奏会」の公演の
際に皆様からご寄付いただきました北海道胆振東部地震義
援金 総額92,197円を、名取市健康福祉部次長兼社会福祉

営業時間 10:00〜17:30（ランチタイム 11:00〜14:00）

課長早坂様へお渡しいたしまし

火曜定休／TEL 080-3326-6016

た。後日、市を通して日本赤十字

紅 葉が 終わると、文化会 館周辺もだんだんと褐色に染まっていきます。情

たくさんのご協力ありがとうご

緒的な雰囲気の中、気分まで沈んでしまわぬよう、文化会館で芸 術に触れ

ざいました。

て、心に色どりをプラスしてみてはいかがですか？

TOPICS
【 主催事業 】

社に寄付させていただきます。

秋も深まり、そろそろ冬の気配が感じられる気候になりました。鮮やかな

編集
後記

11

とのコントラストが美しく、日々楽しんでいます。
（S.I）

●ケーキプレート
……… ￥900〜（税込）

名取市市制施行60周年記念事業
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
石川綾子ジャンルレスヴァイオリンコンサートin宮城
林家たい平 独演会
笑いイチ in なとり

【 現在、
設置していただいている店舗 】

イベントインフォメーション

味匠ささ圭
増田店・本社工場植松店
● 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
●

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!

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
●

【 共催事業 】
しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマスキャンドル
催し物スケジュール
職員に聞く! 文化会館の好きな風景
café smile 今月のおすすめメニュー

2018年11月から利用申請いただける施設

【ホール】
2019年11月利用分まで 【練習室・会議室等】
2019年2月利用分まで 12月の施設利用抽選会は、12月１日（土）です。
※2019年1月の抽選会は、
1月4日
（金）
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

お申し込み

ご利用の
流れ

休館日

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。

事前打ち合わせ
ホール

11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。

11月13日
（火）
・27日
（火）

交通アクセス
■ 仙台空港アクセス線
「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
ス線

【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/

月号

主 催 事 業

共 催 事 業
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

8

11/

木

好評
発売中

中ホール

19:15 start

曲

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

演

平川 範幸
（指揮）
／仙台フィルハーモニー管弦楽団

目

ベリオ：Opus Number Zoo 作品番号獣番
サン＝サーンス：動物の謝肉祭 他

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／e+（イープラス）
企画制作：HAL PLANNING
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）

2019

20

日

中ホール

15：00 start
（14:30 open）

曲

目

大橋 エリ
（グラスハープ）

全豪No.1ヴァイオリニスト デビルズアヤコ の愛称を持つ石川綾子。
動画配信サイトやテレビ番組で活躍する話題のヴァイオリニストが名取に初登場！！
ジャンルを問わず様々な楽曲をお届けします。

出

演

石川 綾子（ヴァイオリン）
／森丘 ヒロキ
（ピアノ）

銀河鉄道999：ゴダイゴ／ゆずれない願い：田村直美／千本桜：黒うさP／リベルタンゴ：ピアソラ
チャルダッシュ：モンティ 他 ※都合により曲目が変更になる場合がございます。

チケット 全席指定 シーパイン友の会／2,500円 一般／3,000円 学生（大学生以下）／1,000円
※未就学児入場不可

※学生席は名取市文化会館にてお求めください。
（要・学生証）

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／東京エレクトロンホール宮城／藤崎／仙台三越／アニメイト仙台
e+（イープラス）／チケットぴあ（Pコード：126-830）
／ローソンチケット
（Lコード：22085）

主

催

2019

24

林家たい平 独演会

New!
日

中ホール

14：00 start
（13:30 open）

テレビ番組でもお馴染みの林家たい平。落語においても明るく元気な林家伝
統のサービス精神を受け継ぎながらも、古典落語の伝承に力を注いでいる。
たい平ワールドと呼ばれる落語をお楽しみに！

出

演

林家たい平

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）／1,500円
※未就学児入場不可

※学生席は名取市文化会館にてお求めください。
（要・学生証）

チケット発売日 シーパイン友の会／11月10日（土）9:00〜 一般／11月17日（土）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／藤崎／仙台三越／e+（イープラス）
チケットぴあ（Pコード：490-122）／ローソンチケット
（Lコード：21677）

3/

3

大ホール

①12：30

名取市市制施行60周年記念事業
日

start（11:45 open）
②16：00 start（15:15 open）

好評
発売中

出

笑いイチ in なとり

演

サンドウィッチマン／永野／カミナリ／ロケット団
わらふぢなるお／ゾフィー／東京ホテイソン
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

チケット 全席指定 シーパイン友の会／3,500円 一般／4,000円 ※5歳以上入場可
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／e+（イープラス）
チケットぴあ（Pコード：488-960）／ローソンチケット（Lコード：22081）
主

催

12月15日
（土）
start（10：30 open）
②13：30 start（13：00 open）
③16：00 start（15：30 open）
12月16日
（日）
①10：30 start（10：00 open）
②13：00 start（12：30 open）
③15：30 start（15：00 open）

舟倉 薫
（司会・朗読）

名取市／TBC東北放送

サンタのくにの クリスマスキャンドル

チケット 全席指定

文化会館窓口価格／3,000円（税込） 一般価格／3,120円（税込）
こどもちゃれんじ会員価格／2,880円（税込）
※3歳以上有料。
3歳未満は保護者1名につきお子さま1名までひざ上無料
（席が必要な場合は有料）
※こどもちゃれんじ会員価格は「しまじろうコンサート」公式WEBサイトからお申込みいただいた場合のみ

プレイガイド 名取市文化会館／「しまじろうコンサート」公式WEBサイト／楽天チケット
e+（イープラス）／チケットぴあ（Pコード：640-411）
ローソンチケット（Lコード：27200）

お問合せ しまじろうコンサートお客さま窓口 0120-988-883（通話料無料）
受付時間 9：00〜21：00（年末年始を除く）

11 月催し物スケジュール

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。

開催日

催事名

会場・時間

場

主催・お問合せ

1日（木）

なとり子育て応援ネット
「なとこ.net」
フェス

小ホール
10:30〜15:00

入場無料

子育て支援 ARIママネット
090-8250-4211
（小川）

1日（木）〜
12月2日（日）

第20回ふるさと名取の歴史展
まるごとお宝100選

展示ギャラリー
9:00〜17:00

入場無料

名取市教育委員会
022-724-7176

4日（日）

高橋佳子講演会

大ホール
13:00 start（12:00 open）

4日（日）

第26回リーベ音楽教室 ピアノ発表会

中ホール
9:30 start（9:00 open）

入場無料

4日（日）

第2回 BODY JUMP FES
みんなのスポーツタイム

小ホール
10:00 start（9:40 open）

大人（高校生以上）／500円
小人（4歳以上）／200円
※3歳以下無料

8日（木）

名取市市制施行60周年記念事業
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

中ホール
19:15 start
（18:30 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

10日（土）

北芸祭 第12回芸術発表会

大ホール
13:30 start（13:00 open）

入場無料

10日（土）
・
11日（日）

島村楽器 仙台エリア 合同発表会

中ホール
9:30 start（9:15 open）

入場無料
整理券あり・宮城県島村楽器
各店にて配布※当日も配布あり

10日（土）

じどうセンターフェスティバル

小ホール
9：30 open・start

18日（日）

名取混声合唱団第20回定期演奏会

大ホール
14:00 start（13:30 open）

18日（日）

名取ライオンズクラブ結成50周年記念
宮城県名取北高等学校吹奏楽部ミニコンサート

中ホール
14:00 start（13:30 open）

入場無料

名取ライオンズクラブ
022-382-5384

19日
（月）

第49回宮城県交通安全県民大会

大ホール
13:00 start（12：00 open）

入場無料

宮城県／宮城県警察／名取市
022-211-2438

21日（水）

おしゃべりサロンin名取
男の子・女の子 からだのこと

小ホール
10:00 start（9:45 open）

入場無料（要事前申込）

23日（金・祝）

渡辺祥子月夜語り2018
あさひ〜名取老女の物語〜

中ホール
17:00 start（16:30 open）

24日（土）

C-クラリネット-バンド
8thファミリーコンサート

中ホール
14:00 start（13:30 open）

24日（土）

第4回♪Piano Happyコンサート♪

小ホール
14:00 start（13:30 open）

25日（日）

バレエ25周年記念発表会

大ホール
13:30 start（13:00 open）

入場無料

裕バレエアクト
022-384-7858

26日（月）

フォーデイズ核酸と栄養セミナー

小ホール
13:30 start（12:40 open）

入場無料

フォーデイズ株式会社
0120-950-888

TBC東北放送／公益財団法人宮城県文化振興財団／宮城県

2/

2019

ピアノデュオ・リブラ

石川綾子ジャンルレスヴァイオリンコンサートin宮城

好評
発売中

1/

平川 範幸
（指揮）

他

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 ※学生席は名取市文化会館にてお求めください。
（要・学生証）

日

しまじろうコンサート

①11：00

ヴォーン・ウィリアムズ：揚げひばり

チケット

土

大ホール

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。

（18:30 open）

出

15・16

12/

名取市市制施行60周年記念事業

好評
発売中

入

全席指定

要入場整理券

※お申込みはお問合せ先電話番号
または公式HPまで
https://www.keikotakahashi-lecture.jp/

（

入場無料
全席自由

全席自由

800円

3,000円
（税込）
入場無料

入場無料

※未就学児入場可

高橋佳子講演会実行委員会
022-748-4586
リーベ音楽教室
022-398-3264（富岡）
総合型地域スポーツクラブ
一般社団法人ボディジャンプ
090-1377-5194
名取市文化会館
022-384-8900
北海道芸術高等学校
仙台サテライトキャンパス
0120-105370

）

島村楽器（株）
022-381-1922
名取市
022-724-7118
名取混声合唱団
022-382-2703

一般社団法人宮城県手をつなぐ育成会
022-292-5226
（平日9〜18時）
フォーラム言の葉
090-2889-3960
C-クラリネット-バンド
090-6685-2466
（伊藤）
ピアノ教室♪Smile(すまいる)♪
022-383-0492
（伊藤）

