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シーパイン友の会のご案内
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催し物スケジュール
空気清浄機設置のお知らせ
café smile 今月のおすすめメニュー

TOPICS

イベントインフォメーション

月号2021.

【 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 ● 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
● 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
● 理容モリヤ
● Natu-Lino

2021年2月から利用申請いただける施設
【ホール】2022年2月利用分まで　【練習室・会議室等】2021年5月利用分まで

※施設により利用制限がございますので、詳しくはお問合せください。

※2021年4月の抽選会は、4月1日（木）になります。
2021年3月の施設利用抽選会は、3月4日（木）です。

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

【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/

仙台空港アクセス線

ホテルルートイン
大手町大手町
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休館日 2月2日（火）、3日（水）、4日（木）、5日（金）、16日（火） 保守点検日 2月9日（火）、17日（水）、18日（木）、24日（水）

Café
  Smile
・ カフェ スマイ

ル

 ・

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。

新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を行っております。

お
知
ら
せ

café smile 営業時間 11:00～15:00　TEL 080-3326-6016
定 休 日 毎週火曜日　第1・3月曜日

●スタッフはマスク着用で接客させて頂きます。
●店内アルコール除菌を行っております。
●３密を避ける為、席数を減らしております。　●混雑時は、密にならないように、お席のご案内をさせて頂きます。
●発熱や、呼吸器症状がある方は、ご利用をお控えください。
●過去2週間以内に感染が拡大している国・地域への訪問歴のある方のご利用をお控えください。

●アルコール消毒にご協力お願いします。
●定期的な換気を行っております。

安心安全を保つ為、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

●smile
　ブレンドコーヒー
………￥500（税込）
豆 100g
………￥650（税込）

お弁当の
ご予約承ります。

●日替わり弁当
…￥880（税込）～

●苺の豆乳プリン
　シフォンケーキ
……￥600（税込）

●季節の
　しっとり
　パウンドケーキ
……￥５00（税込）

編集
後記

さて2月の年中行事といえば「節分」ですが、今年は例年と違い2月3日ではな
く2月2日となっています。ちなみに2月2日にあたるのは明治30（1897）年
以来124年ぶりだそうです。今年は一体なぜ2月3日ではないのでしょうか？
気になった方はぜひ調べてみてくださいね。

いつも、ご来店ありがとうございます。
鬼は外！福は内！節分
温かい空間で　ほっと一息、teatime
マイルドなsmileブレンドコーヒーと、
ケーキで寛いでみては！
お友達とお仲間とご一緒に、ランチやスイーツで
今月も癒しの空間へお待ちしております。

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、現在リ
ハーサル室および音楽練習室に空気清浄機を設置して
おりますが、この度、加えて大・中・小ホールの各楽屋及
び会議室、講義室などの各施設にも設置いたしました。
施設をご利用の際は、感染症対策にぜひご活用ください。

名取市文化会館
新型コロナウイルス感染症対策

空気清浄機設置のお知らせ



新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため、内容の変更や中止あるいは延期となる場合がございます。

残席
わずか

古今亭菊之丞 竹本京之助 鶴澤賀寿

お客様の声
11月3日（火・祝）「若手落語会」を開催しました。

12月13日（日）「須川展也プロデュースプロジェクト Vol.2　トルヴェール・クヮルテット コンサート」を開催しました。

※下記内容は2020年12月末日現在のものです。
　主催者の都合により変更となる場合がございますので、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。2月催し物スケジュール
開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

オーケストラ・ドゥ・センダイ
第18回定期演奏会

オーケストラ・ドゥ・センダイ
050-5373-320521日（日）

全席自由
前売／800円　当日／1,000円

令和2年度名取市生涯学習推進大会　
なとりまなびフェスティバル

入場無料 名取市生涯学習推進本部
022-724-717313日（土）

大ホール
13：00 start（12:30 open）

大ホール
14:00 start（13:00 open）

新・名取寄席 part8＠文化会館
落語と浄瑠璃は“深い仲”

名取市文化会館
022-384-8900

28日（日）

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

小ホール
14:00 start（13:30 open）

主 催 事 業

新・名取寄席 part8@文化会館

落語と浄瑠璃は“深い仲”

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）
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、客席数を減らして開催いたします。

小ホール

14：00 start
（13：30 open）

日282/

プレイガイド 名取市文化会館／ローソンチケット（Lコード：22110）

古今亭菊之丞（落語）／竹本京之助（義太夫節・太夫）／鶴澤賀寿（義太夫節・三味線）出　演

・文吾さんの熱演大変良かったで

す。将来大きく成長すると思いま

す。わん丈さんはさすが先輩です

ね。完璧です。

・ローマの祭りをサックスだけで演奏できるの

がすごかったです。

・好きな楽曲が聴けて大変良かった。とくに四

季は最高でした！！

・トルヴェールの演奏を県内で聴く機会があま

りないため、今回聴くことができてよかったで

す。ローマの祭りをサックスアンサンブルで聴

くのは新鮮な感じでとても感動しました。

・若手実力者の落語は大変おもし

ろかったです。実話も取り入れて

おり、お話が盛り上がりました。

・四季は何度も聴いて好きですが今回の長生淳さんの編曲がおもし

ろくたのしかったです。皆さんのすっきりしたサックスに心洗われ

ました。

・わん丈さんの会、最高でしたね。

・聞き手を引き寄せる話芸に感動し

ました。

・生で観ると迫力があって心から笑

えた。

・この状況の中でも楽しい曲をありがと

うございます。ローマの祭り初演を聴

けて楽しく素敵でした。アンコールあり

がとうございます。

・G線上のアリア、四季、サクソフォンで

聴く音楽に感動。トークも面白く楽しく

良かったと思う。

・とにかく笑いました。久し振り

にお腹から笑った感じです。

笑うことは良いことですね。

ありがとうございました。是

非また名取にお出でいただき

たいです。

©Yuji Hori

究極の美しさと圧巻の超絶技巧～辻井伸行、入魂のリサイタル！

大和証券グループ presents

辻井伸行 日本ツアー2021《ロマン派》

R.シューマン：蝶々 Op.2　
　　　　　　  子供の情景 Op.15〈全13曲〉
F.リスト：リゴレット・パラフレーズ S.434

愛の夢 第3番 S.541-3
メフィスト・ワルツ 第1番 S.514

※本公演は途中休憩なしの約1時間のコンサートです。
※やむを得ない事情により曲目・曲順が変更となる場合がございます。

プログラム

共 催 事 業

金

大ホール

19：00 start
（18：00 open）

123/

プレイガイド 名取市文化会館／仙台放送オンラインチケット／河北チケットセンター／
ローソンチケット（Lコード：22237）※Web販売のみ／チケットぴあ（Pコード：190-964）※Web販売のみ

主催・お問合せ 仙台放送　   022-268-2174（平日10:00～17:00） 
河北新報社　022-211-1332（平日10:00～17:00）

全席指定　S席／7,700円　A席／6,600円
               ※未就学児入場不可
　　　　　※新型コロナウイルス感染予防のため前後左右１席空けた座席配列で開催いたします。

チケット

辻井 伸行(ピアノ)出　演

8回目を迎える新・名取寄席は〈話芸×話芸〉。
“音曲の司”と言われて人形浄瑠璃や歌舞伎を支えてきた浄瑠璃〔義太夫節〕。
人々に身近に寄り添い、笑いと共に人間模様を描いてきた落語。
昔から長～いお付き合いを続けてきた両話芸が、古典落語の名作『寝床』を
テーマに“仲を深め”ます！

おんぎょく　  つかさ

シーパイン友の会のご案内
会館で開催する芸術公演文化事業をよりお楽しみいただくため「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。

入会方法／必要亊項をご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。
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）

■チケットの優先予約
■チケット郵送サービス 

■チケット割引サービス
■公演情報の郵送サービス

会員
特典

※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。

令和2年度友の会会員期間は令和3年3月31日までとなります。登録は自動更新となりますので、
退会を希望される方は事務局に必ず3月31日までにご連絡いただくか、会館窓口へお越しください。
※最近、郵便物が返送されるケースが増えております。登録されたご住所等に変更があった場合は、事務局までお知らせください。

【 現会員のみなさまへ 重要なお知らせ 】

2021年2月2日（火）～5日（金）、
3月1日（月）～3日（水）の間、大規模修繕のため

全館休館いたします。
（希望の家含む）　 　　　　　

2021年2月・3月の
臨時休館日に関する重要なお知らせ

当該期間は、受付業務も含めすべての施設が利用いた
だけません。電話も繋がりませんのでご了承ください。
なお、3月の施設利用抽選会は3月4日（木）となります。
ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけいたします。
何卒、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。

（公演アンケートより抜粋）


