
毎月第１・３火曜

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

あけましておめでとうございます。
本年も、どうぞ宜しくお願い致します。

無病息災を願って！今年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

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。) ¥880(税込)～
○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

 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
2023年1月は臨時休館のため

申請できません 2022年4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

2022年1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　
2022年2月…2月2日(水）3月…3月2日(水）

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ヶ月間金曜日はカレ～の日！

お仕事カレー
¥950

●smileブレンド豆 100g／¥650

smile
ブレンドコーヒー

¥500

・白米あま酒
・黒米あま酒

各¥400 ¥2,800～

季節の
チーズケーキ
　　１ホール

カレーのテイクアウト・デリバリーは木曜日！
要予約です！

新春！✿

1月1日(土)・2日(日)・3日(月)・4日(火)・18日(火)休 館 日 1月11日(火)、25日(火)保守点検日
毎月第１・３火曜 休館日以外の火曜日

ご持参された飲食物の 店内 での飲食は、お断りしております。よろしくお願い致します。

新年、あけましておめでとうございます。今年も名取市文化会
館をどうぞよろしくお願いいたします。
ところで新年といえば、「初夢」を思い浮かべる方も多いかと
思いますが、「初夢」とはいつ見る夢のことを指すのでしょう
か？江戸時代には「大晦日の夜に見る夢」「元日の夜に見る
夢」「旧暦1月2日の夜に見る夢」と3つの考え方があったそう

ですが、現在では「元日の夜に見る夢」を「初夢」というのが一般的のようです。
元日に見た夢を覚えていない…という方も大丈夫！日にちに関係なく「新年に
なって初めて見た夢」を「初夢」という考え方もあるそうですよ！皆さんもぜひ、
今年見た「初夢」について盛り上がってみてはいかがでしょうか？

編集
後記

主催事業
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
新・名取寄席 part9@文化会館
能と講談で紡ぐ 名取の老女
お客様の声

共催事業
名取交響吹奏楽団 2022睦月発表会
よしもとお笑いライブ～笑いで福来たる！～in名取
仮面ライダースーパーライブ2022

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
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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 共 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。

 Ａ．リード／第三組曲
 ヤン・ヴァンデルロースト／カンタベリー・コラール

天野正道／GRよりシンフォニック・セレクション　
すぎやまこういち／ドラゴンクエストによるコンサート・セレクション
マンボメドレー（熱帯ジャズ楽団ver）　ほか

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11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。

1月 催し物スケジュール

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
好評
発売中

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
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

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。

30日

14:00start
13:15 open

大ホール

30日

14:00start
13:15 open

大ホール

2022.1January

開 催 日 催 事 名 会　場 ・ 時　間 入　場 主　催 ・ お問合せ

中ホール
13:30 start 13:00 open 入場無料　※要事前申込29日㈯ 名取市民のつどい 名取市／翔け名取の女と男実行委員会

022-724-7146（名取市市民協働課）

大ホール
14:00 start 13:00 open

全席自由　入場無料（要事前申込） 
※電子チケットにて発券　10日（月・祝） 名取交響吹奏楽団

2022睦月発表会
名取交響吹奏楽団
http://n-kyo.net/
022-381-5343

大ホール
①11:30 start 10:30 open
②16:00 start 15:00 open

全席指定　S席／7,000円　A席／6,000円
※未就学児入場不可15日㈯ 福田こうへいコンサートツアー2022

「新春歌い始め」
tbc東北放送

0120-20-0153（㈱ノア）
※平日10:00～17:00

小ホール
14:00 start 13:30 open

入場無料
※要事前申込15日㈯ 多文化共生について考えませんか？ 名取市

022-724-7143

大ホール
19:00 start 18:00 open

全席指定　前売／4,000円、当日／4,500円
　※5歳以上有料、4歳以下膝上無料、
　　お席が必要な場合有料。

20日㈭ よしもとお笑いライブ2022
～笑いで福来たる！～in名取

FANYチケット問合せダイヤル
（10:00～19:00※年中無休）

0570-550-100
大ホール

①10:00 start 9:15 open  
②13:00 start 12:15 open
③16:00 start 15:15 open

全席指定　前売・一般／3,800円
　　　当日券／4,000円

※3歳以上有料・2歳以下膝上鑑賞無料
23日㈰ 仮面ライダースーパーライブ2022

東日本放送企画事業部
022-304-3055
10:00~17:00

（月～金 ※祝祭日を除く）

小ホール
14:00～16:30 入場無料24日㈪ 進路相談会 ㈱ライセンスアカデミー

022-239-1641

展示ギャラリー
10:00～15:00 入場無料29日㈯ あつまる つながる なとり

女性のマルシェ
フロレゾン

080-8219-8918（代表・村上）

大ホール
14:00 start 13:15open

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

30日㈰
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

名取市文化会館
022-384-8900

中ホール 
14:00 start 13:30 open チケットは完売いたしました8日㈯

アートキャラバンみやぎ
～宮城圏域ホール連携事業～
オペラ椿姫ハイライト演奏会

宮城圏域アートキャラバン
事業実行委員会

090-8565-1830（平日9:00～18:00）

今回の新・名取寄席part9は能楽と講談のコラボレーション。
名取の地に伝わる伝説「名取ノ老女」は復曲能としても再演を重ね、お馴染みとなりました。
老女の伝説をさまざまな角度から楽しく解りやすくお届けします。どうぞお楽しみに！

能と講談で紡ぐ 名取の老女能と講談で紡ぐ 名取の老女
新・名取寄席 part9@文化会館好評

発売中
26土

2 February

14:00start
13:30 open

小ホール

26土

2 February

14:00start
13:30 open

小ホール

能 ： 鈴木 啓吾／坂 真太郎　講談 ： 神田 織音
ゲスト ： 名取熊野那智神社 宮司 井上 幸太郎
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舘窓口にてお求めください。（要・学生証）
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：21982）／チケットぴあ（Pコード：509-650）

出 演

チケット

プレイガイド

仮面ライダースーパーライブ2022仮面ライダースーパーライブ2022好評
発売中

仮面ライダーリバイス　他
全席指定　前売・一般／3,800円　当日券／4,000円（各税込）
　　　　　※3歳以上有料・2歳以下膝上鑑賞無料（ただしお席が必要な場合は有料）
名取市文化会館／ローソンチケット（Lコード：20050）

東日本放送企画事業部 022-304-3055（月～金10:00～17:00 ※祝祭日を除く）

出 演
チケット

プレイガイド
主 催
お問合せ

23 日

2022.1January

大ホール

23 日

2022.1January

大ホール

10:00start
9:15 open

1

13:00start
12:15  open

2

16:00start
15:15 open

3

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

鈴木 織衛

鈴木 啓吾 坂 真太郎

神田 織音

お客様の声

・どの曲も素晴らしかったです。
　松下さんがもっと好きになりました。

・アフリカの曲が躍動感があって
かっこよかったです。エンジェルサイン
の曲も聴きたかったです。

・とても素晴らしかったです。松下さん
のコンサートまた来たいです。

・全体を通して大変良かったです。
生バンド、生演奏、、松下さんの生の
ピアノの声が聞けて良かった。良い
時間をありがとう。

・映画やドラマのメドレーや松下さん
の曲すばらしかった。

・ディズニーや知っている曲もすごく
良かったです。アフリカの曲や、
グレースケリーの曲素敵でした。

10月1日（金）「JAバンク presents 松下奈緒コンサートツアー2021“PLAY LIST”」を開催しました。

名取市によしもと芸人が大集合！

よしもとお笑いライブ
～笑いで福来たる！～in名取
よしもとお笑いライブ
～笑いで福来たる！～in名取

好評
発売中

中川家／ロバート／佐久間一行／
ジャルジャル／ミキ／オズワルド／
さや香／からし蓮根

全席指定　
前売／4,000円、当日／4,500円
※5歳以上有料、4歳以下膝上無料、
お席が必要な場合有料。
名取市文化会館／FANYチケット／
チケットぴあ／ローソンチケット
FANYチケット問合せダイヤル
0570-550-100
（10:00～19:00※年中無休）
吉本興業株式会社

チケット

プレイガイド

お問合せ

主 催
企 画
制 作

出 演

New!!

10月
祝

2022.1January

14:00start
13:00 open

大ホール

10月
祝

2022.1January

14:00start
13:00 open

大ホール

20木

2022.1January

19:00start
18:00 open

大ホール

20木

2022.1January

19:00start
18:00 open

大ホール

名取交響吹奏楽団
2022睦月発表会
名取交響吹奏楽団
2022睦月発表会

全席自由　入場無料（要事前申込）
※電子チケットにて発券（申込方法など詳しくは名取交響
　吹奏楽団ホームページをご覧ください）
名取交響吹奏楽団　http://n-kyo.net/ 022-381-5343

名取交響吹奏楽団

チケット

主 催
お問合せ

出 演

プログラム

中ホール
14:00 start 13:30open23日㈰ ブラスアンサンブル”ブリタニア”

第17回演奏会
ブラスアンサンブル”ブリタニア”

090-7074-3101入場無料


