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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
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女流講談師・神田鯉栄の“男前講談”
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【 共催事業 】
山田姉妹コンサート
～童謡とクラシックの贈り物～
名取ブラスバンドコンサート vol.22
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職員に聞く! 文化会館の好きな風景
施設利用をご予約される皆様へ
大切なお知らせ
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あけましておめでとうございます。
今年も、どうぞよろしくお願い致します。

今年も！ ～ あなたに笑顔届けます ～
スタッフ一同、心よりお待ちしております！

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

編集
後記

　新年あけましておめでとうございます。2019年は、平成という年号が変わり、
新しい時代が始まります。どんな時代になるのか今から楽しみです。名取市文化
会館も時代によって変化するニーズに応えつつ、変わらずに多くの皆様に感動
を届けられるよう努めて参ります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

文化会館の敷地にはサブエントランス前、西側駐車場入り口、敷地東側にあ
る交差点付近の3か所にガラス張りのポスター掲示板があり、会館で開催さ
れる主催事業などのポスターが掲示してあります。様々なイベントを企画して
おりますので、会館に立ち寄った際はぜひチェックしてみてください！（Y.S）

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。

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
● 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

「会館敷地内のポスター掲示板」

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。

2019年1月から利用申請いただける施設
【ホール】2020年1月利用分まで　【練習室・会議室等】2019年4月利用分まで　2019年2月の施設利用抽選会は、2月1日（金）です。

※2019年3月の抽選会は、3月1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

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

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。

■ 仙台空港アクセス線「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】仙台空港アクセス線

ホテルルートイン
大手町大手町

旧
国
道
4
号

旧
国
道
4
号

休館日 1月1日(火）・2日（水）・3日（木）・15日（火） 保守点検日 1月8日（火）・22日（火）・29日（火）

●Smile ブレンドコーヒー豆
…… 100g ￥600（税込）

●Smile ブレンドコーヒー
…………￥400（税込）

●ケーキプレート
………￥800～（税込）

施設利用をご予約される皆様へ
大切なお知らせ

上記期間は大ホールをご予約いただけませんので
あらかじめご了承ください。

大ホールの修繕を予定しております。

2020年 1月27日（月）
～ 2020年 3月1日（日）

■ お弁当　■ 店内貸切パーティー
■ 名取市文化会館小ホールへのケータリング
■ 会議等のドリンクケータリング

ご予約
承ります!



・各楽器をメインにしてのカルメンはそれぞれの音色がわかり

やすく「鑑賞教室」にぴったりだと思いました。Opus Number 

Zooは初めてでしたが、楽しく聴かせてもらいました。

・楽器の特徴を説明してい

ただき、 歴史や背景など

とても分かり助かった。 

 楽しかった～！！・小ホールならではの構成

 楽しめました。みなさん歌が上手で♪驚きました！

・スライドを使ったところがと

てもわかりやすくていいと思

います。大人になって知らな

い人が楽器について知ること

ができ、クラシックファンも

増えると思いました。

平成30年10月14日（日）
「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」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。1月催し物スケジュール

お客様の声

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）

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）

曲　目 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。

主　催 TBC東北放送／公益財団法人宮城県文化振興財団／宮城県

石川綾子ジャンルレスヴァイオリンコンサートin宮城

主 催 事 業

名取市市制施行60周年記念

好評
発売中

好評
発売中

残席
わずか

共 催 事 業

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／ローソンチケット（Lコード：22081）

主　催 名取市／TBC東北放送

出　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。

笑いイチ in なとり

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）

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ます。
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 全席自由　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窓口にてお求めください。（要・学生証）

好評
発売中 林家たい平 独演会

好評
発売中

新・名取寄席 part6@文化会館

女流講談師・神田鯉栄の“男前講談”

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）

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／e+（イープラス）
チケットぴあ（Pコード：490-970）／ローソンチケット（Lコード：21387）

市民企画 びぃなす
022-265-7716（エフエム仙台サウンズ）
※平日10:00～17:00

平成30年度 県民公開講座
「知ってトクする医学の知識」

全席指定
前売／3,500円（税込）
当日／4,000円（税込）

中ホール
16:00 start（15:30 open）

24日（木）

名取ブラスバンドコンサート vol.22 大ホール
14:00 start（13:30 open）27日（日）

平成31年名取市成人式 入場無料大ホール
11:00 start（10:00 open）

大ホール
10:30 start（10:00 open）

開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

フォーデイズ(株)核酸と栄養セミナー

第28回
グレンツェンピアノコンクール仙台本選 入場無料

入場無料

グレンツェンピアノ研究会
0995-22-4158

フォーデイズ株式会社
022-371-0371

社会医療法人将道会 総合南東北病院
0223-23-3151（総務課・水内）
※祝日を除く月～土曜8:30～17:00

みやぎ化学物質過敏症の会
～ぴゅあい～
022-702-7969

入場無料

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

名取市
022-724-7173

第3回新春宮城YOSAKOI交流会事務局
聖和学園短期大学 和敬
022-376-3151（聖和学園短期大学）

宮城県立がんセンター
022-384-3151

名取市文化会館
022-384-8900

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

ピティナ宮城支部
090-6259-6121

小ホール
13:30 start（12:40 open）

大ホール
12:00 start（11:30 open）

第3回 新春宮城YOSAKOI交流会

中ホール
15:00 start（14:30 open）

石川綾子
ジャンルレスヴァイオリンコンサートin宮城

小ホール
13:00 start（12:30 open）

11日（金）

12日（土）

6日（日）

第75回 健康医学セミナー
「顔の痛みと顔面けいれんでお困りの方へ」 入場無料中ホール

10:00 start（9:30 open）

小ホール
13:30 start（13:00 open）

名取市生涯学習グループ自主企画講座
映画「いのちの林檎」上映会

名取市市制施行60周年記念
山田姉妹コンサート ～童謡とクラシックの贈り物～

ピティナ宮城支部
2018年度入賞者記念コンサート

中ホール
13:30 start（13:00 open）

入場無料

入場無料

入場無料

12日（土）

13日（日）

20日（日）

20日（日）

26日（土）

27日（日）

全席自由
500円

201/
日

中ホール

15：00 start
（14:30 open）

33/ 日

大ホール

①12：30 start（11:45 open）
②16：00 start（15:15 open）

242/
日

中ホール

14：00 start
（13:30 open）

163/
土

小ホール

14：00 start
（13:30 open）

昨年part5での大好評にお応えして、女流講談師・神田鯉栄 再登場！
講談という話芸の面白さ、楽しさ、カッコ良さを余すことなくお伝えします！
新・名取寄席名物“異ジャンルコラボレーション”。今回は若手邦楽囃子集団・若獅子会。
講談と邦楽囃子が織りなす新しい世界をご堪能ください。

市内の中学校・高等学校吹奏楽部と名取交響吹奏楽団
の合同合奏など、年に１度の吹奏楽フェスティバル。

New!261/
土

中ホール

16:00 start
（15:30 open）

271/
日

大ホール

14:00 start
（13:30 open）

山田姉妹コンサート
～童謡とクラシックの贈り物～

名取ブラスバンドコンサート
 vol.22

名取市市制施行60周年記念

出　演 山田姉妹（山田 華／山田 麗）

チケット 全席指定　前売／3,500円（税込）
当日／4,000円（税込）

プレイガイド 名取市文化会館
チケットぴあ（Pコード135-243）
ローソンチケット（Lコード:21732）

お問合せ エフエム仙台サウンズ
022-265-7716（平日10:00～17:00）

主　催 市民企画 びぃなす

出　演 名取交響吹奏楽団
名取市立第一中学校、名取市立第二中学校
名取市立増田中学校、名取市立みどり台中学校
名取北高等学校、宮城県農業高等学校
各吹奏楽部

チケット 入場無料　※整理券はございません。直接会場へお越しください。

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

出　演 講談：神田 鯉栄
邦楽囃子：若獅子会メンバー（藤舎 呂凰／望月 左太寿郎／鳳聲 晴久）

かんだ     りえい

とうしゃ     ろおう ほうせい　 はるひさもちづき       さたとしろう


