いつも、
ご来店ありがとうございます。
お花見シーズン到来です
ほっと一息、teatime カフェで
お花見気分を味わっては？！
友達とお仲間とご一緒に、
今月も癒しの空間へお待ちしております。

Smile

・

Café

ル
・ カフェ スマイ

今月のおすすめメニュー

文化会 館

よもやまばなし
2月から3月にかけて行っておりました大規模修繕が無事終了い
たしました。
期間中は皆様にご不便をおかけしておりましたが、
ご
理解ご協力をいただき誠にありがとうございました。
先月号でお伝
えしました西側駐車場のロータリーが新しくなったほかにも、
各施
設の内線用電話機が新しくなったりと、
小さな変化ではありますが
ご来館の際にはお気付き頂けると嬉しいです。
今後も末永くご愛
顧頂けるよう努めてまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたし
ます。
さて、
今月号ではゴールデンウィーク恒例イベント
「わくわくパビ
リオン」
の詳細をお届けします！今年は大ホールホワイエに大きな
迷路が出現！そのほかにも楽しい企画が満載の2日間となっており
ますのでどうぞお楽しみに！ゴールデンウィークは文化会館へぜひ
お越しください。
またそのほか共催事業も情報公開！今年度も皆様にお楽しみ頂
けるよう、
様々な公演を予定しております。
詳しくは順次お知らせ
いたしますので会館ホームページなどをご覧ください。
そして今年も会館年刊広報紙
「文化の森」
が完成しました！今年
度の公演スケジュールを一足早くお届けしているほか、
文化会館の
旬な情報が盛りだくさんですので、
ぜひお手に取ってご覧ください。

お弁当の
ご予約承ります。

●香り高い茶葉
アールグレイ
………￥400（税込）

●日替わり弁当
…￥880（税込）〜

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

●スタッフはマスク着用で接客させて頂きます。 ●アルコール消毒にご協力お願いします。
●店内アルコール除菌を行っております。

●定期的な換気を行っております。

●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。

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。
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

新年度がスタートしました！進学や就職などで環境が変わり、新しい生活が始まる方も多いかと思います。この時期は気候もがらりと変わる時
期ですのでお体にはお気を付けてお過ごしください。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

【 現在、
設置していただいている店舗 】
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
●

イベントインフォメーション

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!

施設利用をご予約される皆様へ
大切なお知らせ

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

●

●

●

●

2月13日（土）に発生した地震被害のため、中ホールにつきましては当面の間利用休止とさせて頂きます。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

2021年4月から利用申請いただける施設

※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。

【ホール】2022年4月利用分まで 【練習室・会議室等】
2021年7月利用分まで

※2021年6月の抽選会は、
6月2日
（水）
になります。

2021年5月の施設利用抽選会は、5月1日（土）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

お申し込み

ご利用の
流れ

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

休館日 4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。

使用当日
使用許可書を受付窓口に
ご提示ください。

保守点検日 4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

ホテルルートイン

アク
セ

ス線

お客様の声
【 共催事業 】

＼金曜日はカレーの日／
●金曜日の
要予約
カレー
テイクアウト
………￥700（税込）
大盛り ￥850（税込）

美容と健康に

編集後記

【 主催事業 】
Art for Kids@なとり わくわくパビリオン

※ランチ・ケーキは日替りでメニューが変わります。

●笑糀
豆乳甘酒
……￥550（税込）

café smile

TOPICS

【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/

彩の国シェイクスピア・シリーズ 第37弾
「終わりよければすべてよし」
催し物スケジュール

イベントインフォメーション

café smile 今月のおすすめメニュー
よもやまばなし
施設利用をご予約される皆様へ大切なお知らせ

2021.

月号

主 催 事 業

共 催 事 業

3 ・4

5/

月

火

祝

祝

大ホール

10:00〜15:00
入り口で館内を探検する
ミッションカードを渡すよ！
全部見つけられたら

プレゼントがあるよ！

11：00〜
11：30

4 5 6

6/ 金・ 土・

入場無料

Art for Kids@なとり

大ホール

故・蜷川幸雄氏が、1998年からシェイクスピア全37作品の上演を
目指して始めた彩の国シェイクスピア・シリーズの最終作品「終わり
よければすべてよし」
。
若き伯爵バートラムに恋する身分違いの孤児ヘレンを中心に、
シェイクスピア喜劇で欠かせない魅力的なキャラクター

今年のわくわくパビリオンも楽しい企画が盛りだくさん！！大きな迷路や大道芸のステージ、

たちが登場します。バートラムが縦横無尽に駆け巡り、ヘレンの一途な恋の行方に、最後まで釘付けになる本作品。
シェ

楽しい音楽コンサートなど、子どもから大人までたっぷり遊べる2日間。

イクスピア作品に造詣の深い吉田鋼太郎とフィナーレに相応しい豪華キャストによってお贈りします。

ゴールデンウィークは文化会館に集合！

ホワイエに大きな迷路が登
場します！
迷路の中のいろん
なしかけをクリア
してゴールを目指
そう！

終わりよければすべてよし と、幕が下りる、その瞬間をお見逃しなく
！

色であそぼう

たんけん迷路

チェリフレーム
パフォーマンスステージ

つくって遊ぼう！

プログラム
・映画『パイレーツオブカリビアン』より
・それゆけ！マリンピア

出演：マリンピア

おうちでわくわくパビリオン
ホームページから
「つくって遊ぼう！」のコーナーの作
り方やミッションカードなどをダウンロードできるよ！

今年
はお
うち
わく
でも
わく
パビ
リオ
楽し
ンを
もう
！

主催・お問合せ 仙台放送

022-268-2174（平日10:00〜17:00）

シーパイン友の会 のご案内
会館で開催する芸術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。

彼こそが海賊

ほか

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／ 必要亊項をご記入いただいた入会申込書を窓口に

■チケットの優先予約
■チケット郵送サービス

会員
特典

■チケット割引サービス

丹野 富美子
（マリンバ） 吉田 彩
（ピアノ）

お持ちいただくか、会館宛にご郵送ください。

■公演情報の郵送サービス

※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。

その他楽しい企画が満載！
お楽しみに！！

4

2月28日
（日）
「新・名取寄席part8＠文化会館 落語と浄瑠璃は 深い仲 」
を開催しました。
・義太夫節が始まる前に解説をしていただき、理解
した上で聴けたので楽しめた。
太夫さんと落語家との対談も面白く拝聴できた。
・生の浄瑠璃を観るのは初めてなので良かった。
・義太夫節は解説入りで分かりやすく楽しめました。
菊之丞さんは最高でした。

・義太夫を聴くのは初めてでしたが、
優しい解説で楽しめました。
菊之丞さんの大ファンで、
今日が来るのを心待ちにしていました。

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／チケットぴあ（Pコード：505-543）

〜マリンピアのファミリーコンサート〜

・小さな世界〜お国めぐり編〜

Marie

チケット発売日 シーパイン友の会／4月17日（土）9:00 一般／4月23日（金）10:00

マリンピア for ベビー＆キッズ

マリンバとピアノのアンサンブルでお届
けする元気いっぱいのマリンピアコン
サート。
手作り楽器を持ってコンサートに参加し
てね！

出演：チェリフレーム

藤原 竜也／石原 さとみ／溝端 淳平／正名 僕蔵／山谷 花純
河内 大和／宮本 裕子／横田 栄司／吉田 鋼太郎 他
※U-25チケットは一般発売日から仙台放送オンラインチケットでのみ取扱い
※未就学児入場不可

身近にあるもので楽器とおもちゃを作ってみよう。
作った楽器はマリンピアコンサートでいっしょに演奏してね！

12:00〜
12:45

演

チケット 全席指定 シーパイン友の会／10,500円 一般／11,000円 U-25チケット／5,500円

アンパンマンマーチ〜ミッキーマウスマーチ
〜ドラえもん〜勇気100%〜さんぽ

華千代

出

〜カラーセロハンあそび〜

いろんな色のカラーセロハンで遊ぼう！

華千代とMarieによる女
性 2 人 組の大 道 芸ユニッ
ト。ジャグリングやバルー
ンアート、アクロバットな
どの楽しいステージをお
届けします！！

お 客 様の声

彩の国シェイクスピア・シリーズ 第37弾

「終わりよければすべてよし」

日

4日 18:30 start（18:00 open）
5日 ①12:30 start（12：00 open）
②18:00 start（17:30 open）
6日 12:00 start（11:30 open）

わくわくパビリオン

New!

New!

・あまりなじみのない義太夫を、
分かりやす
い解説付きで楽しめた。
・浄瑠璃の太夫さんの声がとても良かった。
人間の声が感動を生むんですね。
・初めて浄瑠璃を聴いて、
少しずつ丁寧な説
明がありとても良かった。

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。

月催し物スケジュール

開催日

催事名

3日
（土）
・
4日
（日）

Love and Light フェスティバル

18日
（日）

チェロアンサンブルネクサス
第3回演奏会

25日
（日）

ピアノ・エレクトーン発表会

※下記内容は2021年2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ありますので、詳しくは各主催者までお問い合わせください。

会場・時間

入

場

小ホール

入場無料

10:00〜16:00

※各ブースにてイベント価格で料金発生

大ホール
14:00 start
（13:00 open）

小ホール
14:30 start
（14:00 open）

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。

入場無料

入場無料

主催・お問合せ
佐藤 貴子
090-6683-1570

Cello Ensemble Nexus
nexuscellomusic@gmail.com

荒木 早苗
090-6256-9331

