いつも、
ご来店ありがとうございます。

Café

じめじめする、
梅雨の到来です。

・

Smile

文化会 館

心も身体もリフレッシュさせてくださいね！
Caféでの、
打ち合わせ・顔合わせ・二次会等いかがでしょうか！

ル

よもやまばなし

ご予約承ります！

・ カフェ スマイ

ご予約
承ります!

今月のおすすめメニュー

■ 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

※ランチ・ケーキは日替りでメニューが変わります。

5月3日
（金・祝）
・4日
（土・祝）
に開催しました
「Art for Kids@なと
り わくわくパビリオン」、
たくさんのご来場誠にありがとうございま
した。昨年に引き続き日本や名取の伝統文化をテーマとした2日間、
皆様楽しみながら体感いただけましたでしょうか。
●苺サンデー
………… ￥750（税込）

●アイスコーヒー
………… ￥300（税込）

●笑糀（わらこう）
……… 各￥550（税込）

苺のソースが、
たっぷり！
濃厚なストロベリーアイスです！

これから、冷たいコーヒーが
飲みたくなりますね！

甘糀たっぷりの豆乳甘酒！
いちご・ブルベリー・バナナ味。

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

6月8日（土）は「それいけ！アンパンマン ミュージカル」。子供た
ちに大人気のアンパンマンとその仲間たちが大活躍するミュージ
そして6月23日（日）は「名取交響吹奏楽団 第35回定期演奏
会」。文化会館を拠点として地域に根差した活動を続けている吹奏
楽団の定期演奏会です。吹奏楽の名曲やクラシックなど様々なジャ
ンルの曲目のほか、企画ステージもあり充実したプログラム。特に

営業時間 10:00〜17:30（ランチタイム 11:00〜14:00）

吹奏楽のファンの方々にはぜひ聴いていただきたい公演です！

火曜定休／TEL 080-3326-6016

6月30日
（日）
には
「倭-YAMATO 日本ツアー２０１９ 宮城公演」。
国内外で大人気の和太鼓グループ「倭-YAMATO」による公演で
す。
迫力の和太鼓パフォーマンスをお楽しみいただけます。
すぐれない天気がしばらく続きますが楽しい夏はもうすぐそこ！

です！今 年８月に映 画 化される「ドラゴンクエストⅤ 天 空の花 嫁」の劇中

ぜひ文化会館で公演を楽しみながらお待ちくださいね。

音楽をフルオーケストラの演奏でお楽しみいただけます！詳細は後日公開
しますのでどうぞお楽しみに！

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
● 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

●

●

●

●

【ホール】2020年6月利用分まで 【練習室・会議室等】
2019年9月利用分まで

2019年7月の施設利用抽選会は、
7月1日
（月）です。
※2019年8月の抽選会は、
8月1日
（木）
になります。

ご利用の
流れ

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

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

6月4日(火）
・18日（火）

休館日

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。

6月11日
（火）
・25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

【 主催事業 】
Art for Kids@なとり わくわく楽しい音楽会
○○○な音楽 −オンガクには キモチ がいっぱい−
〜ドラゴンクエストの世界〜
すぎやまこういち 交響組曲
「ドラゴンクエストⅤ」
天空の花嫁

【 共催事業 】
それいけ！ アンパンマン ミュージカル
おかしの国のおかしなパーティ
名取交響吹奏楽団 第35回定期演奏会
倭 -YAMATO
日本ツアー2019 宮城公演
PASSION ― 情熱 ―
シーパイン友の会のご案内

2019年6月から利用申請いただける施設

お申し込み

TOPICS

Art for Kids@なとり
わくわくパビリオン 〜昔むかしの日本であそぼ！〜 開催レポート

【 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

2019 .

カルです。親子連れやご家族で鑑賞されてはいかがでしょうか。

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(^^)/

11月3日（日・祝）開催「〜ドラゴンクエストの世界〜」いよいよ情報 解禁

編集
後記

6

さて、梅雨が近づき次第に空気が湿っぽくなってきましたが、文
化会館ではこれから様々な催し物が盛りだくさん！

【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/

催し物スケジュール
文化会館よもやまばなし
café smile 今月のおすすめメニュー

月号

主 催 事 業

7/

15

共 催 事 業

Art for Kids@なとり
月
祝

出

（13:30 open）

下路 詞子（クラリネット）
／名和 俊
（コントラバス）
／西本 幸弘
（ヴァイオリン）
竹内 将也（ティンパニ＆パーカッション）
／ゲルティンガー祥子
（ピアノ）
／
「オンガク」役：千葉 里佳

演

曲 目 エルガー：愛の挨拶 サン＝サーンス：動物の謝肉祭より「ぞう」 ショパン：練習曲作品10-12「革命」 他
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 6月22日（土）10：00〜

©Ayane Shindo

プレイガイド 名取市文化会館

©Masafumi Tamura

西本 幸弘

竹内 将也

名取駅コミュニティプラザ

3

16：00 start

ゲルティンガー祥子

千葉 里佳

企画制作：HAL PLANNING

国民的テレビゲームソフトシリーズであり、今年8月に映画化される人気作「ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁」の
劇中音楽を、
フルオーケストラによる演奏でお届けします。

（15:15 open）

出

演

佐々木 新平（指揮）
／山形交響楽団

曲

目

すぎやまこういち：交響組曲
「ドラゴンクエストⅤ」
天空の花嫁

チケット発売日 シーパイン友の会／8月3日（土）9：00〜 一般／8月10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／東京エレクトロンホール宮城／山響チケットサービス／アニメイト仙台
藤崎／仙台三越／チケットぴあ（Pコード：152-017）／ローソンチケット（Lコード：22564）／e+（イープラス）
©Kazuhiko Suzuki

佐々木 新平

山形交響楽団

主

催

23

6/

日

14:00 start
（13:15 open）

主催・お問合せ

チケット

プレイガイド 名取市文化会館／ミヤテレチケット／セブンイレブン（セブンチケット）／ローソンチケット（Lコード：21604）／チケットぴあ（Pコード：493-147）

好評
発売中

わくわく パビリオン レ ポ ー ト

5月3日（金・祝）
・4日（土・祝）
「Art for Kids@なとり わくわくパビリオン
〜昔むかしの日本であそぼ！〜」を開催しました。
子供から大人まで幅広いご来場があり、様々な鑑賞や体験を通して日本
や名取の伝統文化を体感していただきました。

シーパイン友の会 のご案内
会員特典
■チケットの優先予約 ■チケット郵送サービス
■公演情報の郵送サービス

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
員の募集は、随時おこなっております。ぜひご入会い
ただき、心豊かなひとときをお楽しみください。

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）
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。

022-215-7700（平日10:00〜18:00）

30

6/

倭 -YAMATO
日本ツアー2019 宮城公演
PASSION ― 情熱 ―

好評
発売中

日

大ホール

客演指揮：奥村 伸樹
名取交響吹奏楽団
司会：安東 理紗（東北放送アナウンサー）
曲 目 ネリベル：交響的断章
ストラヴィンスキー：バレエ音楽「火の鳥」1919年
企画ステージ「Thank You! 〜平成と共に去りぬ〜」
チケット 全席自由
前売券／1,000円 当日券／1,200円
※未就学児入場無料
プレイガイド 名取市文化会館／ヤマハミュージックリテイリング仙台店
サンリツ楽器／チケットぴあ（Pコード：150-110）

出

16:00 start

演

6 月催し物スケジュール

結成26年、世界54ヶ国での公演回数は延べ3,800回、観客動員
数は700万人を超える大人気和太鼓グループの宮城公演。

（15:30 open）

出

倭 -YAMATO

演

チケット

全席指定〈前売券〉一般／3,000円 4歳〜18歳／2,000円
〈シーパイン友の会・倭アプリ価格〉一般／2,800円 4歳〜18歳／1,800円
※当日券500円増

※3歳以下入場不可

プレイガイド 名取市文化会館／市民企画びぃなす／倭-YAMATOアプリ
ローソンチケット（Lコード：21492）
チケットぴあ（Pコード：144-597）
主催・お問合せ

市民企画びぃなす

022-386-3307

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

1日
（土）

第27回 歯と口と健康のつどい

中ホール
13:00 start
（12:30 open）

それいけ ! アンパンマン ミュージカル
おかしの国のおかしなパーティ

大ホール
①11:30 start（11:00 open）
②14:30 start（14:00 open）

入

場

主催・お問合せ
岩沼歯科医師会／名取市
0223-29-4835（岩沼歯科医師会）
022-382-2456（名取市保健センター）

入場無料

（

全席指定
シーパイン友の会／2,800円
前売券／3,000円
当日券／3,200円

）

※3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につき1名
ひざ上鑑賞可。
（ただし、お席が必要なお子様は有料）

ミヤギテレビ事業部
022-215-7700（平日10:00〜18:00）
※電話でのチケット受付は実施致しません。
ご了承ください。

9日
（日）

みちのく潮風トレイル全線開通記念式典・
シンポジウム

大ホール
13:30 start
（13:00 open）

入場無料

環境省東北地方環境事務所
名取トレイルセンター運営協議会
022-722-2874（環境省東北地方環境事務所）

13日
（木）

核酸栄養セミナー

小ホール
13:30 start
（12:30 open）

入場無料

フォーデイズ
（株）
022-371-0371

15日
（土）

令和元年度第38回青少年健全育成名取市民会議定期総会及び
青少年健全育成名取市民のつどい

中ホール
13:00 start
（12:30 open）

入場無料

青少年健全育成名取市民会議
022-724-7119

16日
（日）

親子広場2019

小ホール
10:00 start
（9:30 open）

入場無料 ※申し込みは主催者HPへ
HP:http://www.haru-wc.jp/

20日
（木）

夢スター歌謡祭
細川たかし 長山洋子
〜ふたりのビッグショー〜

大ホール
①14:00 start（13:30 open）
②18:00 start（17:30 open）

全席指定
プレミアムシート席／7,344円
SS席／6,264円

名取交響吹奏楽団
第35回定期演奏会

大ホール
14:00 start
（13:15 open）

全席自由
前売券／1,000円 当日券／1,200円

中ホール
14:00 start
（13:30 open）

入場無料

23日
（日）

― 心豊かなひとときをお楽しみください ―

ミヤギテレビ事業部

名取交響吹奏楽団
第35回定期演奏会

TBC東北放送／公益財団法人宮城県文化振興財団／宮城県

Art for Kids@なとり

全席指定 シーパイン友の会／2,800円 前売券／3,000円 当日券／3,200円
※3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につき1名ひざ上鑑賞可。
（ ただし、お席が必要なお子様は有料）

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

8日
（土）

■チケット割引サービス

あしたは「おかしの国」のおまつりです。
ところが、
ジャムおじさんに届くはずの招待状がばいきんまんの手に渡ってしまいました。
ばいきんまんはおまつりのおかしをねらって、おかしの国へ向かうアンパンマンたちのじゃまをします。はたして、おかしの国のおまつりはどうなるのでしょうか？

主催・お問合せ

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）

それいけ! アンパンマン ミュージカル おかしの国のおかしなパーティ

②14:30 start
（14:00 open）

すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁

祝

大ホール

①11:30 start
（11:00 open）

〜ドラゴンクエストの世界〜

New!

日

土

大ホール

©Masafumi Tamura

名和 俊

下路 詞子

8

窓口
販売終了

大ホール

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。

14：00 start

11/

6/

○○○な音楽 −オンガクには キモチ がいっぱい−

中ホール

チケット

わくわく楽しい音楽会

愛の杜音楽教室・アペルト音楽教室・
29日
（土）
Fスタイル音楽教室 合同発表会

29日
（土）

おやこであそぼうなとりっこ 19

小ホール
9:50 start

30日
（日）

倭-YAMATO
日本ツアー２０１９ 宮城公演
PASSION ― 情熱 ―

大ホール
16:00 start
（15:30 open）

（

※3歳未満入場不可

）

※未就学児入場無料

（

全席指定

一般／3,000円 4歳〜18歳／2,000円

〈シーパイン友の会・倭アプリ価格〉

一般／2,800円 4歳〜18歳／1,800円
※当日券500円増

※3歳以下入場不可

株式会社夢グループ
0570-064-724
名取交響吹奏楽団
info@n-kyo.net 022-381-5343（折笠）
田中音楽教室
090-1061-1455
名取市子育て支援ネットワーク委員会
022-724-7118
（名取市健康福祉部こども支援課
子育て支援係）

入場無料

〈前売券〉

春ウイメンズクリニック
022-302-3188

）

市民企画びぃなす
022-386-3307

