Cafe Smile

カフェ

スマイル

！

要予約

¥500

金曜日のカレー
テイクアウト

！

窓口業務および電話対応は行います。
(9：00〜18：00 第1・3火曜日除く）
また、多目的ホール「希望の家」は通常開館いたします。
(9：00〜20：00 第1・3火曜日除く）

お知らせ

編集
後記

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

さて、
8月の行事といえば仙台の七夕祭り！館内に
は七夕飾りも飾っておりますので、ご来館された
際はぜひご覧ください。
まだしばらく暑い日々が続きます。
くれぐれもお体
にはお気を付けてお過ごしください。

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

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！

●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

8月3日(火)、17日(火)

●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
●ホテルルートイン名取岩沼インター
●理容モリヤ
●Natu-Lino

保守点検日 8月2日(月)、4日(水)、10日(火)、24日(火)、31日(火)
保守点検日は設備の保守点検のため、大中小ホール及び音楽練習室2が利用できません。

施設の利用申請
利用する方が直接会館窓口で申請手続きをお願いします。
申込時に使用料をお支払いいただきます。

2021年 8月から申請できる施設

大中小ホール

練習室・会議室等

2022年8月利用分まで

2021年11月利用分まで

交通アクセス JR「名取駅」より徒歩17分

／ 仙台空港アクセス線「杜せきのした駅」より徒歩8分

※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。

共催事業
名取こどもミュージカル
『One-Dream 〜ちいさな夢〜 2021』
劇団四季 新作ファミリーミュージカル
『はじまりの樹の神話 〜こそあどの森の物語〜』
催し物スケジュール
café smile 今月のおすすめメニュー
施設利用をご予約される皆様へ大切なお知らせ
大規模修繕のための臨時休館について

名取市
文化会館
イベント インフォメーション

2ヶ月間

心も身体もリラックス

新型コロナ感染拡大防止の対策を行っております。

毎月第１・３火曜

！

2023(令和5)年 1月4日〜2月28日

¥550

●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。
●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。
●マスク着用で、
ご入店ください。
●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。

休館日

大規模修繕のための臨時休館について

臨時休館期間

豆乳甘糀 笑糀

ALL税込価格

Cafe Smile

東混ゾリステン
〜東京混声合唱団メンバー8名による〜

下記期間、大規模修繕のため臨時休館いたします。
ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解と
ご協力の程、よろしくお願いいたします。

免疫アップ

¥500

東日本大震災復興祈念事業
復曲能「名取ノ老女」狂言「舟渡聟」

※今後、被害状況調査の結果等により、利用休止期間が変更と
なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

¥700

smile
ブレンドコーヒー

JAバンク presents
松下奈緒コンサートツアー2021 “PLAY LIST”

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。

大盛り ¥850

¥280

主催事業

利用休止とさせて頂きます。

金曜日はカレーの日！

クッキー

大切なお知らせ

中ホールにつきましては9月30日(木)まで

※ランチ・ケーキは日替わりでメニューが変わります。

季節の
チーズケーキ

TOPICS

！

2月13日(土)及び3月20日(土)に発生した
地震被害の復旧工事のため、

いつも、
ご来店ありがとうございます。
暑い日が続きますね。水分補給と体力づくり！健康を保ちましょう！
ほっと一息、teatime カフェで寛いでくださいませ！
○お弁当のご予約承ります。
（空容器回収致します。）
○各ホール・会議室等へのドリンクの注文承ります。

今月のおすすめメニュー

施設利用をご予約される皆様へ

施設予約抽選会
毎月1日に、予約解禁となる期間の施設予約抽選会を行っています。
朝8:50〜9:00の間に予約希望日時の聞き取り、重複した場合は
抽選となります。

今後の抽選会スケジュール

8月…8月1日(日）

9月…9月1日(水）

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/

2021.

8 月号

主 催 事 業

共 催 事 業

October
10 October

JAバンク presents

好評
発売中

1 金金

松下奈緒コンサートツアー2021 “PLAY LIST”

自分の好きな曲、思い入れのある曲を盛り込んだ
「松下奈緒

大ホール
大ホール

のプレイリスト」
をテーマとしたコンサート。

19:00start
19:00start

今まで参加したドラマの曲からのプレイリスト・幼い頃からの思

18:00 open
open
18:00

い出の曲を集めたプレイリスト。
そして、世界の旅をテーマにし
たオリジナル曲のプレイリストの3つのテーマで豪華なバンド
編成でお届けします。楽しいトークと共に、
カバー曲からオリジ
ナル曲まで、幅広く誰もが楽しめるコンサートです。

10

3 日日

14:00start
14:00start
13:15 open
open
13:15

復曲能「名取ノ老女」狂言「舟渡聟」

宝くじの社会貢献広報事業
として、宝くじの受託事業
収入を財源として実施して
いる令和3年度コミュニテ
ィ助成事業助成金により実
施されます

大槻 文藏

野村 萬斎

金剛 龍謹

能・狂言

参加費

令和3年

9/13 14：00〜

7 日日

中ホール
中ホール

15:00start
15:00start
14:30 open
open
14:30

作 国立能楽堂

〒981-1224
宮城県名取市
増田字柳田520番地

ア ル ト：尾崎 かをり／小林 音葉
テノール：千葉 弘樹／平野 太一朗
バ ス：佐々木 武彦／下西 祐斗
ピ ア ノ：北野 悠美

あなたのご住所
あなたのお名前

①ご住所
②お名前
③お電話番号
④年齢
⑤性別

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。※結果は返信はがきでお知らせします。

東混ゾリステン

演 ソプラノ：松崎 ささら／稲村 麻衣子

白紙

名取市文化会館
｢能･狂言体験講座｣
係宛

〜東京混声合唱団メンバー8名による〜
プログラム

青葉城恋唄
（作詞：星間船一 作曲：佐藤宗幸）
手紙
（作詞・作曲：アンジェラ・アキ） 他

チケット 全席指定 シーパイン友の会／2,000円 一般／2,500円
※未就学児入場不可
（土）9:00
チケット シーパイン友の会先行予約／8月14日
一般発売／ 8月21日
（土）10:00
発売日
プレイガイド
主

催

稲村 麻衣子

尾崎 かをり

小林 音葉

千葉 弘樹

平野 太一朗

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／ローソンチケット
（Lコード：22125）
チケットぴあ
（Pコード：200-306）／e+（イープラス）
tbc東北放送

佐々木 武彦

下西 祐斗

今年は名取こどもミュージカルメンバーに加え、強力なサポートメンバーも
出演します。
さらにパワーアップした舞台をどうぞお見逃しなく♪

プレイガイド

名取市文化会館／e+
（イープラス）

催
主
お問 合せ

名取こどもミュージカル
090-2368-2611
（熊谷）
※18:00以降

September
9 September

23

木
木
祝
祝

好評
発売中

大ホール
大ホール

こども達の可能性は無限大
成長し続ける子ども達に いつも驚かされています
舞台だからこそ伝えられる感動がここにある
本気の子ども達に ぜひ会いに来てください
名取こどもミュージカル実行委員長 赤沼貴子

新作ファミリーミュージカル

『はじまりの樹の神話
〜こそあどの森の物語〜』

過去と現在が交錯する壮大なファンタジーを通して、
「人とのつながり」の大切さを描きます！
この物語は、未来を生きる子どもたちに勇気を与えてくれるでしょう。

チ ケ ット
発 売 日

全席指定 S席：大人／5,500円 小学生以下／3,300円 A席：大人／3,300円 小学生以下／2,200円
（ 税 込 ） ※3歳以上有料(2歳以下の膝上観劇可)。

プレイガイド

名取市文化会館／四季オンラインチケット／ローソンチケット
（ウェブのみ）／チケットぴあ
（ウェブ・セブン-イレブン）

催
主
お問 合せ

劇団四季仙台オフィス 0570-008-110
（日祝休）

8月
開 催日

整理券、チケット等のお求めは、主催者へお問合せ下さい。

催し物スケジュール
催事名

※下記内容は2021年6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

大ホール
8日㈰
8日㈰
名取こどもミュージカル
18:00 start 17:20 open
9日（月・祝） 『One-Dream 〜ちいさな夢〜2021』
9日（月・祝）
14:00 start 13:20 open

入

場

主

催・お問合せ

全席自由
大人前売／2,000円（当日／2,500円）
高校生以下／500円（前売・当日とも）
※3歳以上有料・2歳以下膝上鑑賞無料

名取こどもミュージカル
090-2368-2611（熊谷）
※18:00以降

15日㈰

バレエスタジオ プリエ
第6回発表会15周年+1

大ホール
14:30 start
13:15 open

入場無料
※要事前申込

バレエスタジオ プリエ
022-386-7556

15日㈰

Love and Light
フェスティバル

小ホール
10:00〜16:00

入場無料
※各ブースにて料金発生あり

佐藤 貴子
090-6683-1570

振袖展示会

展示ギャラリー
21日㈯
10:00〜18:00
22日㈰
10:00〜16:00

入場無料
※要事前申込

株式会社ジョイフルまるやま
022-217-0370

21日㈯
22日㈰
松崎 ささら

『One-Dream
〜ちいさな夢〜 2021』

全席自由 大 人 前 売／2,000円
（当日2,500円）
（前売・当日とも）
（ 税 込 ） 高校生以下／ 500円
※3歳以上有料・2歳以下膝上鑑賞無料

16:15 open
open
16:15

はがき1枚につき1名様まで・重複は無効 ※8月6日
（金）
消印有効

昨年につづき2回目となる東京混声合唱団メンバー8名による
声楽アンサンブルコンサート。
歌い継がれる日本歌曲など聴き馴染みのある楽曲を美しい
歌声のハーモニーでご堪能ください。

出

制

14:00start
13:20 open

17:00start
17:00start

往復はがきに次のとおり記入し、ご応募ください。

会 場 名取市文化会館 小ホール
定 員 30名
申込方法 往復はがき申込制

New!!

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／ローソンチケット
（Lコード：21601）／
チケットぴあ
（Pコード：506-754）／e+（イープラス）

▶ 返信面

公演に先立ち国立能楽堂から講師を迎え、
能と狂言のワークショップを開講します。ぜひご参加ください。

November
11 November

チ ケット 全席指定
S席：シーパイン友の会／5,000円 一般／5,500円
A席：シーパイン友の会／4,000円 一般／4,500円
※未就学児入場不可

催 名取市／tbc東北放送

1

月
祝

名取こどもミュージカル

他

！
体験ワークショップを開講！
▶往信面

無料

演 大槻 文藏／金剛 龍謹／野村 萬斎

主

9

日

チ ケ ット

好評
発売中

大ホール

17:20 open

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／
ローソンチケット
（Lコード：21799）／
チケットぴあ
（Pコード：197-308）／e+（イープラス）
主
催 t bc東北放送

出

8

18:00start

ふな わたし むこ

名取に伝わる伝説をもとにした能「名取ノ老女」。平成28年に
東京で復活上演されて大きな話題となり、平成29年には文化
会館開館20周年記念事業として名取市での上演が実現。東
北における熊野信仰の象徴、名取熊野三社の成立には、名取
で祈り続けた老女の徳が大きな役割を果たしたと言い伝えられ
ており、作品では高舘山や名取川、閖上浜など馴染み深い名取
の地名も登場します。この度、東日本大震災から10年となる節
目の年に、名取市で再演いたします。古き名取の伝説が能の舞
台で蘇る貴重な公演、
ぜひご来場ください。

大ホール
大ホール

演 松下 奈緒 他
チ ケット 全席指定
シーパイン友の会／5,000円
一般／5,500円
※3歳以下のお子様は入場できません

東日本大震災復興祈念事業

好評
発売中

October
October

出

8August

北野 悠美

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。

