
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っています。
どうぞご協力をお願いいたします。

利用者アンケートご協力のお願い

11月2日(火)・16日(火)休 館 日 11月9日(火)・24日(水)・30日(火)保守点検日
毎月第１・３火曜 休館日以外の火曜日

TEL 022-384-8900　FAX 022-384-6684
URL:http://bunka.natori.or.jp/

●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
●ホテルルートイン名取岩沼インター
●理容モリヤ
●Natu-Lino

現在、設置していただいている店舗

いつも、ご来店ありがとうございます。
肌寒い季節となりました。温かい空間でほっと一息、teatime

今月も癒しの空間へお待ちしております。

※ランチ・ケーキは日替わりでメニューが変わります。今月のおすすめメニュー

●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。
●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。

新型コロナ感染拡大防止の対策を行っております。

お
知
ら
せ

●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。

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
定 休 日

11：00～15：00　TEL 080-3326-6016
毎週火曜日　第1・3月曜日Cafe Smile

編集
後記

イベントインフォメーション

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！

設 置 店 舗

○お弁当のご予約承ります。（空容器回収致します。）
○各ホールへのドリンクの注文承ります。

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。

※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。

ALL税込価格

金曜日はカレ～の日！

金曜日のカレー

¥700
大盛り ¥850

 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

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
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

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。

大中小ホール
2022年11月利用分まで 2022年2月利用分まで

練習室・会議室等

施設の利用申請施設の利用申請

2021年11月から申請できる施設
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。

施設予約抽選会施設予約抽選会

今後の抽選会スケジュール　
12月…12月1日(水） 2022年1月…1月5日(水）

11月15日は七五三の日。昔は7歳までの子どもは
神の子とされ、明治時代になって定着した3歳、5歳、
7歳の時にそれぞれ行われる儀式を経て、7歳に
なって初めて社会の一員として認められたそうです。
皆さんも、お子様の成長への感謝と将来の幸せに
思いを馳せる一日にしてはいかがでしょうか？

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。

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）

大規模修繕のための臨時休館について！ ！

臨時休館期間  
2023(令和5)年 1月4日～2月28日

2ヶ月間

●smileブレンド豆 100g／¥650

smile
ブレンドコーヒー

¥500

和栗の
パウンドケーキ

¥500 ¥550

無花果の
チーズケーキ

テイクアウトは要予約！

季節限定ケーキ★

主催事業
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～
名取市文化会館 避難訓練コンサート
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
地域創造大賞受賞記念
仙台フィルハーモニー管弦楽団 シネマコンサート

催し物スケジュール
café smile 今月のおすすめメニュー
大規模修繕のための臨時休館について
利用者アンケートご協力のお願い
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名取市
文化会館
イベントインフォメーション



主 催 事 業 主 催 事 業

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。

整理券、チケット等のお求めは、主催者へお問合せ下さい。
※下記内容は2021年9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。11月 催し物スケジュール

30日

14:00start
13:15 open

大ホール

30日

14:00start
13:15 open

大ホール

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。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？

～東京混声合唱団メンバー8名による～
東混ゾリステン東混ゾリステン好評

発売中

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
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）
tbc東北放送

出 演

プログラム

チケット

プレイガイド

主 催

ソプラノ ： 松崎 ささら／稲村 麻衣子
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

トルヴェール・クヮルテット コンサートトルヴェール・クヮルテット コンサート
須川展也プロデュースプロジェクト Vol.3

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！

好評
発売中

トルヴェール・クヮルテット
（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
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
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）
tbc東北放送
一般財団法人地域創造

出 演

プログラム

チケット

プレイガイド

主 催
助 成

5 日

12 December

14:00start
13:15 open

中ホール

5 日

12 December

14:00start
13:15 open

中ホール

好評
発売中

3 水
祝

11 November

14:00start
13:30 open

中ホール

3 水
祝

11 November

14:00start
13:30 open

中ホール

 親子で
わくわく音楽会
 親子で
わくわく音楽会

Art for Kids＠なとり

おんがくパズル～ピースをさがせ！～

講 師

対 象

内 容

特 典

受講料

サクソフォン
マスタークラス
受講生募集!

サクソフォン
マスタークラス
受講生募集!

プロの奏者から直接指導を受けることがで
きる貴重な機会です。ぜひご応募下さい。

※コンサート鑑賞には別途チケット料金が必要です。
※詳細は、チラシや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。

トルヴェール・クヮルテット
須川展也・彦坂眞一郎・神保佳祐・田中靖人
中学生以上でサクソフォンを学んでいる愛好家
※未成年の方は保護者の同意が必要。
個人レッスンコース　定員／9名
アンサンブルコース   定員／2グループ
Ⅰ.12月5日（日）コンサート前の
　プレコンサートに出演できます。
Ⅱ.修了者にはマスタークラス修了証を
　授与します。
個人レッスンコース（2回）／5,000円
アンサンブルコース（1回）／1グループ15,000円

12月3日金
4日土
開催！

参
加
申
し
込
み
に
つ
い
て

返信面

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
④参加人数
 （2名まで）

往信面

名取市文化会館
避難訓練コンサート
　　　　　　   係宛

宮城県名取市
増田字柳田520番地

〒981-1224

白紙

もしもホールで鑑賞中に地震や火災が発生したら…。
公演本番中に、地震や火災が発生したという想定で会場のお客様にも参加していただく避難訓練
を組み込んだコンサートです。訓練終了後は、ホールに戻り引き続き公演をお楽しみいただきます。
クリスマスの曲やディズニー＆童謡など、家族で楽しめるプログラムでお届けします。
いざという時のために、災害時の心構えと行動について一緒に考えてみませんか？

事前申込
受付中 避難訓練コンサート避難訓練コンサート

19日

12 December

14:00start
13:30 open

小ホール

19日

12 December

14:00start
13:30 open

小ホール

エスポワール・フォレ出 演 チケット 入場無料（要事前申込）

申込み方法 往復はがきに下記①～④の内容をご記入の上、郵送にてご応募ください。
①住所　②氏名　③電話番号　④参加希望人数（2名まで）
※ご提出いただいた個人情報は当公演に関してのご連絡以外には使用いたしません。

申込み先 〒981-1224 名取市増田字柳田520番地
　　　　　　名取市文化会館　避難訓練コンサート係

募集期間 10月15日（金）～11月19日（金）
※消印有効　※応募多数の場合は抽選となります。

お 願 い 避難の際、建物内の階段を下りていただきます。
エレベーターは使用しませんので動きやすい服装、お履き物でお越しください。

記入例

名取市文化会館 

���7日

11 November

15:00start
14:30 open

中ホール

���7日

11 November

15:00start
14:30 open

中ホール

プロコフィエフ（野平多美編曲） 
：交響的物語『ピーターと狼』作品67 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
名取市文化会館／
名取駅コミュニティプラザ
HAL PLANNING

プログラム

チケット

プレイガイド

企画制作

出 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）／六華亭遊花 （朗読）

地域創造大賞受賞記念

仙台フィルハーモニー管弦楽団
シネマコンサート
仙台フィルハーモニー管弦楽団
シネマコンサート

New!

鈴木 織衛（指揮）　仙台フィルハーモニー管弦楽団
J.ウィリアムズ：映画「ET」より
J.ウィリアムズ：「スター・ウォーズ」組曲　ほか
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
シーパイン友の会先行予約／11月21日（日）9：00～
　　　　　　　　一般発売／11月28日（日）10：00～
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:22767）／チケットぴあ（Pコード:206-369）／
e+（イープラス）
名取市／名取市教育委員会／一般財団法人地域創造

出 演
プログラム

チケット

チケット
発売日
プレイガイド

後 援

映画の中で一度は耳にしたことのある有名な曲の数 を々、仙台フィルハーモニー管弦楽団に
よるフルオーケストラの演奏でお楽しみ下さい。

2022.1January

開 催 日 催 事 名 会　場 ・ 時　間 入　場 主　催 ・ お問合せ

小ホール
11:00 start 10:30 open 入場無料　※要事前申込14日㈰

演劇体験ワークショップ
受講者成果発表リーディング公演

「修羅ニモ負ケズ」
演劇ユニット石川組
080-1656-2717

中ホール
9:30 start 9:00 open 入場無料22日㈪ 恋唄くらぶ歌の祭典 斉藤 貞一

090-5841-5414

中ホール
10:00 start 9:30 open 入場無料　※要事前申込5日㈮ 第64回

手をつなぐ育成会宮城県大会in名取

一般社団法人宮城県手をつなぐ育成会
名取市手をつなぐ育成会
022-383-6154
070-5479-9976

大ホール
13:30 start 13:00 open 入場無料　※整理券あり7日㈰ バレエ発表会 裕バレエアクト

022-384-7858

中ホール
15:00 start 14:30 open

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

7日㈰
東混ゾリステン
～東京混声合唱団
メンバー8名による～

名取市文化会館
022-384-8900

大ホール
【13日】

①10:30 start 10:00 open
②13:10 start 12:40 open
③15:50 start 15:20 open

【14日】
①10:00 start 9:30 open
②13:00 start 12:30 open
③15:40 start 15:10 open

全席指定
文化会館窓口価格／3,480円　一般／3,580円
こどもちゃれんじ会員価格／3,380円(各税込)
※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

13日㈯
14日㈰

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

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）

小ホール
10:00～12:00 入場無料13日㈯ 児童センターフェスティバル 名取市こども支援課

022-724-7118

大ホール
13:30 start 13:00 open 入場無料　※整理券あり23日（火・祝） バレエの発表会

小山真利奈
（まりなバレエスタジオ 
フェ・エ・リ 主宰）
022-242-9946

大ホール
14:00 start 13:00 open

全席自由
一般／1,000円　高校生以下／500円
※未就学児入場不可

28日㈰
第1720回

トヨタコミュニティコンサート
仙台市民交響楽団第83回定期演奏会

仙台市民交響楽団
070-5475-5982

小ホール
13:30 start 12:30 open 入場無料4日㈭ フォーデイズ核酸栄養セミナー フォーデイズ㈱

022-371-0371

中ホール 
14:00 start 13:30 open

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

3日（水・祝）
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！～

名取市文化会館
022-384-8900

11月3日水
受講申込

必着！

㊗


