Cafe Smile

カフェ

スマイル

！

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。

※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。

免疫アップ

豆乳甘糀 笑糀

ミニ ¥500

大規模修繕のための臨時休館について

！

わらこう

ホール ¥800

¥550

要予約

金曜日のカレー
テイクアウト

臨時休館期間

2023(令和5)年 1月4日〜2月28日

Smile
クッキー

¥700

！

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。

心も身体もリラックス
Smile人気の甘酒！！

金曜日はカレーの日！

主催事業

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。

豆乳
シフォンケーキ

TOPICS

！

大切なお知らせ

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。
まだまだ暑い日が続きますね。水分補給と体力づくり！
夏バテ！には、
甘糀！豆乳甘酒！是非、飲んでみてください！
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。
○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

2ヶ月間

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）

¥280

大盛り ¥850

JAバンク presents
松下奈緒コンサートツアー2021 “PLAY LIST”
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」
Art for Kids＠なとり 親子でわくわく音楽会
「おんがくパズル〜ピースをさがせ！」
東混ゾリステン
〜東京混声合唱団メンバー8名による〜
須川展也プロデュースプロジェクト Vol.3
トルヴェール・クヮルテット コンサート

共催事業

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〜』
しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと
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

ALL税込価格

利用者アンケートご協力のお願い

お知らせ

新型コロナ感染拡大防止の対策を行っております。

皆様の貴重なご意見を反映しサービス向上を図ることを
目的として、令和3年9月1日から令和3年12月28日まで施
設利用に関するアンケート調査を行います。どうぞご協力
をお願いいたします。

●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。

Cafe 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

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！

毎月第１・３火曜

9月20日は「敬老の日」。これはもともと兵庫県のある村で、
お年寄りを敬い、その知恵を借りて村を作るために提唱さ
れた「としよりの日」が、のちに全国に広まり国民の休日と
なったものであるそうです。みなさんも身近なお年寄りの方
に、ぜひ日頃の感謝の気持ちを伝えてはいかがでしょうか。

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

休館日

編集
後記

●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

9月7日(火)・21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

保守点検日
休館日以外の火曜日

●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

9月14日(火)・28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 9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9月利用分まで

2021年12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。

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

10月…10月1日(金） 11月…11月1日(月）

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.
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主 催 事 業
Oct.
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1 金金

大ホール
大ホール

19:00start
19:00start

18:00 open
open
18:00

共 催 事 業

JAバンク presents

好評
発売中

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

出

のプレイリスト」
をテーマとしたコンサート。
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。

Oct.

3 日日

大ホール
大ホール

東日本大震災復興祈念事業

好評
発売中

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。
金剛 龍謹
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。

野村 萬斎

11

3

水
水
祝
祝

中ホール
中ホール

14:00start
14:00start

13:30 open
open
13:30

出

New!!

Art for Kids＠なとり

「おんがくパズル〜ピースをさがせ！」

出
演 大槻 文藏／金剛 龍謹／野村 萬斎 他
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
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）

チケット 9月25日
（土）
10:00
発売日
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
企画制作 HAL PLANNING

中ホール
中ホール

14:00start
14:00start

13:15 open
open
13:15

主
制

7 日日

14:30 open
open
14:30
演

名取市／tbc東北放送
国立能楽堂

好評
発売中

15:00start
15:00start

出

催
作

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

中ホール
中ホール

秋深まる文化の日、大人も子どもも楽しめる音
楽会を開催します。親子で豊かな音楽の時間
を過ごしてみませんか？

（野平多美編曲）
プログラム プロコフィエフ
：交響的物語『ピーターと狼』作品67 他
チケット 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

5 日日

Nov.

11

親子でわくわく音楽会

演 西本 幸弘（ヴァイオリン）／名和 俊（コントラバス）／
下路 詞子（クラリネット）／依田 晃宣（ファゴット）／梅島 洸立（ホルン）／
浦田 誠真（トランペット）／太田 涼平（トロンボーン）／
竹内 将也（パーカッション）／澤田 和歌子（ピアノ）

December
12 December

大ホール
大ホール

17:00start
17:00start

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
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）

主

催

tbc東北放送

須川展也プロデュースプロジェクト Vol.3

New!!

トルヴェール・クヮルテット コンサート

世界トップレベルのサクソフォン四重奏団によるプロジェクト。
3年目となる今年も名曲の数々が盛りだくさんのプログラムで、
サクソフォンの音色とその魅力をたっぷりとお届けします！

出

演 トルヴェール・クヮルテット

プログラム

須川 展也／彦坂 眞一郎
神保 佳祐／田中 靖人
小柳 美奈子
（ピアノ）

チャイコフスキー／長生淳：ナッチ＝ナッカー
〜バレエ音楽「くるみ割り人形」
より〜
ミヨー／磯田健一郎：
「フランス組曲」
より
ビゼー／長生淳：カルメン・ラプソディ 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）
／1,000円
※未就学児入場不可
チケット シーパイン友の会先行予約／9月4日
（土）
9:00
発売日
一般発売／9月11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／
藤崎／仙台三越／チケットぴあ
（Pコード：202-476）／
ローソンチケット
（Lコード：22317）／e+（イープラス）
主 催 t bc東北放送
助 成 一般財団法人地域創造
※12月3日
（金）
・4日
（土）
にサクソフォンマスタークラスを開催。
詳細は近日公開！
！

チ ケ ット

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／河北チケットセンター／tbcホームページ／
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）

13 土土 14 日日
11

10:30start
10:30start

11

10:00start
10:00start

22

13:10start
13:10start

22

13:00start
13:00start

33

15:50start
15:50start

33

15:40start
15:40start

10:00 open
open
10:00

12:40 open
open
12:40
15:20 open
open
15:20

New!!

大ホール
大ホール

チ ケ ット

9:30 open
open
9:30

12:30 open
open
12:30
15:10 open
open
15:10

チ ケ ット
発 売 日
プレイガイド
主
催
お問 合せ

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。

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

プレイガイド

November
11November

〜東京混声合唱団メンバー8名による〜

プログラム

『はじまりの樹の神話
〜こそあどの森の物語〜』

催
主
お問 合せ

東混ゾリステン

ソプラノ：松崎 ささら／稲村 麻衣子 バ ス：佐々木 武彦／下西 祐斗
ア ル ト：尾崎 かをり／小林 音葉 ピ ア ノ：北野 悠美
テノール：千葉 弘樹／平野 太一朗

新作ファミリーミュージカル

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。

16:15 open
open
16:15

復曲能「名取ノ老女」狂言「舟渡聟」

13:15 open
open
13:15

Nov.

他

木
2 3 木祝祝

ふな わたしむこ

14:00start
14:00start

大槻 文藏

松下 奈緒

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
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

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

10

演

好評
発売中

September
9 September

9月

劇団四季仙台オフィス 0570-008-110
（日祝休）

しまじろうコンサート

しまじろうとクリスマスのねがいごと
全席指定
文化会館窓口価格／3,480円
（税込）
一 般 価 格／3,580円
（税込）
こどもちゃれんじ会員価格／3,380円
（税込）
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま1名
までひざ上無料
（席が必要な場合は有料）
。
※こどもちゃれんじ会員価格は「しまじろうコンサート」
公式WEBサイトからお申込みいただいた場合のみ
シーパイン友の会先行予約／9月20日
（月・祝）
9:00
一般発売／9月27日
（月）
10:00
名取市文化会館／「しまじろうコンサート」公式WEBサイト／楽天チケット／e+
（イープラス）
／
チケットぴあ
（Pコード：646-745）
／ローソンチケット
（Lコード：27550）
しまじろうコンサートお客さま窓口0120-988-883
（通話料無料）
受付時間9：00〜21：00
（年末年始を除く）

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

※下記内容は2021年7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。

開 催日

催事名

会

場・時

間

3日㈮
4日㈯

Love and Light JAPAN
in 東北 Vol.3

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

11日㈯

庄司恵子祝80歳!!
冥土のみやげ記念コンサート

大ホール
13:30 start
12:30 open

全席指定
4,500円（当日5,000円）
※未就学児入場不可

庄司恵子コンサート
実行委員会
070-8587-1109

11日㈯

第8回 感謝の演奏会

小ホール
13:30 start
13:00 open

入場無料
※要事前申込

エスポワール・フォレ
022-281-8070

23日（木・祝）

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〜』

大ホール
17:00 start
16:15 open

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
※3歳以上有料（2歳以下の膝上観劇可)

劇団四季仙台オフィス
0570-008-110（日祝休)

25日㈯

名取市食育研修会
（減塩フォーラム）

大ホール
10:00 start
9:30 open

入場無料
※要事前申込

名取市保健センター
022-382-2456

26日㈰

名取市立増田中学校
第6回吹奏楽部定期演奏会

大ホール
13:30 start
13:00 open

入場無料
※整理券あり

名取市立増田中学校
吹奏楽部
022-384-2329

29日㈬

フォーデイズ核酸栄養セミナー

小ホール
13:30 start
12:30 open

入場無料

フォーデイズ㈱
022-371-0371

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

主

催・お問合せ

