
毎月第１・３火曜

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。

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　
7月…7月1日(金） 8月…8月1日(月）

6月7日(火)、21日(火)休 館 日 6月14日(火)、28日(火)保守点検日
毎月第１・３火曜 休館日以外の火曜日

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。

2022年9月利用分まで
練習室・会議室等

2022年6月から申請できる施設

大中小ホール
2023年6月利用分まで

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

※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。

 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

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

施設の利用申請 施設予約抽選会

　3年ぶりに開催された仙台青葉まつりで、
すずめ踊りを拝見しにいきました。
　軽快なお囃子や音に合わせて舞う色とり

どりの扇、威勢のいい掛け声、踊るみなさんの活力に満ちた表情、
久しぶりのお祭りの雰囲気に胸がわくわくしました。名取市文化会館でも、
そんな心躍る芸術体験、感動を与える舞台公演をご用意して、皆様
のご来場を心よりお待ちしております！！

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！

2023(令和5)年
1月4日～2月28日 2ヶ月間

臨 時
休館期間 

　令和４年3月16日（水）に発生した地震による被害のため、中ホールは
下記のとおり利用休止といたします。
　その他の施設（小ホール、展示ギャラリー、会議室、講義室、和室、
音楽練習室、演劇練習室、リハーサル室、希望の家）については、通常
どおりご利用いただけます。
　利用者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力
のほどよろしくお願いいたします。

※今後、被害状況の詳細調査等により、利用休止期間の延長等が生じた際は、随時web
サイト等でお知らせいたします。

※休止期間中に既に予約をされていた皆さまには、施設使用料を全額返金いたします。
手続き方法等につきましては、改めて会館からご連絡差し上げます。

地震被害による中ホール利用休止について！

利用休止予定期間

・大ホール及び付帯施設：令和４年５月27日まで
・中ホール及び付帯施設：令和４年９月30日まで

（ホワイエ、楽屋）

（ホワイエ、楽屋）

こぼれ話
文化会館

ALL税込価格

笑糀
豆乳甘酒

わらこう

¥550

焼き菓子

クッキー

¥180~

smile
ブレンドコーヒー

¥550

¥350~

免疫アップ！

お肌つるつる！

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。

糀と水だけで作ってる甘糀 砂糖不使用・ノンアルコール

今月のお
すすめ

※ランチ・ケーキは日替わりでメニューが変わります。

いつも、ご来店ありがとうございます。
じめじめする、梅雨の到来です。
心も身体もリフレッシュさせてくださいね！
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。) ¥880(税込)～
●各ホールへのドリンクの注文承ります。

会合等のケーキ&ドリンクのご注文、
増えております。是非、ご活用ください！

新型コロナ感染拡大防止の対策を行っております。

●スタッフはマスク着用で接客させて頂きます。
●スタッフは毎日の検温と体調管理の確認をしております。
●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。
●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。

●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。
●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。

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。

お 知 ら せ

-カフェスマイル-
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 イベントインフォメーション

名取市文化会館
イベントインフォメーション
名取市文化会館

共催事業

名取市文化会館開館25周年記念
HIRAHARA AYAKA
“The COVERS 2022”
Art for Kids @なとり
わくわく楽しい音楽会
名取市文化会館開館25周年記念  Art for Kids@なとり
わくわくパビリオン レポート

オフ・ブロードウェイ・ミュージカル
Forever Plaid（フォーエヴァー・プラッド）
名取交響吹奏楽団 第38回定期演奏会
丸美屋食品 ミュージカルアニー
シーパイン友の会のご案内
催し物スケジュール
café smile 今月のおすすめメニュー
地震被害による中ホール利用休止について
大規模修繕のための臨時休館について

主催事業

TOPICS

2022

6
月号



主催事業 主催事業 共催事業 共催事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対応および災害の被害などにより、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。

国民的ミュージカル「アニー」がキャスト新たに3年ぶりに宮城にやってくる！
明日を信じて前向きに生きるアニーがあなたを元気にします。
ぜひ劇場で応援してください。

アニー
丸美屋食品ミュージカル

山崎 杏／山本 花帆／
葛山 信吾／マルシア／
笠松 はる／島 ゆいか
全席指定
S席／8,500円
A席／6,500円

出 演

チケット

©NTV

プレイガイド

主 催
お問い合せ

名取市文化会館／ミヤテレチケット／
ローソンチケット（Lコード：21426）／
チケットぴあ（Pコード：512-060）／
e+（イープラス）／藤崎
ミヤギテレビ事業部
022-215-7700 （平日10:00～18:00）

今野 沙知恵（ソプラノ）／岸浪 愛学（テノール）／
伊藤 明子（ピアノ）　他
プッチーニ：オペラ「トゥーランドット」より
　　　　　カラフのアリア 〝誰も寝てはならぬ〟
ビ　ゼ　ー：オペラ「カルメン」より
　　　　　カルメンのアリア 〝恋は野の鳥（ハバネラ）〟
　　　　　エスカミーリョのアリア 〝闘牛士の歌〟

出 演

曲 目

チケット

発 売 日

プレイガイド

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
6月18日（土）　10：00～
名取市文化会館／
名取駅コミュニティプラザ

14:00start
13:30open

1616土7
大ホール

平原 綾香

全席指定　7,500円　※当日券500円増

出 演

チケット

18:30start
17:30open

1111月7
大ホール

2013年、2016年と上演し、各地で好評を得た名作ミュージカルが帰ってくる‼
「Foreve Plaid（フォーエヴァー・プラッド）」はスチュワート・ロス脚本による
オフ・ブロードウェイ・ミュージカル。
奇跡のハーモーニーグループ＂Forver Plaid＂を演じるのは…初演から変わらぬ
ゴールデンメンバーが再々集結！4人の絶妙なハーモニーを心ゆくまでご堪能ください‼

川平 慈英／長野 博／松岡 充／鈴木 壮麻
全席指定　S席／10,000円　A席／7,500円
　　　　　U-25チケット／5,500円
※未就学児入場不可
※U-25チケットは、ご観覧時25歳以下・枚数限定・
　要身分証明書・チケットぴあにて前売りのみ販売
※車いすスペースをご希望の場合は、事前に
　仙台放送事業部までお問合せください。
名取市文化会館／チケットぴあ（Pコード：510-936）／
ローソンチケット（Lコード：21401）／e+（イープラス）
仙台放送 事業部
022-268-2174（平日11:00～16:00）

出 演
チケット

プレイガイド

主 催
お問い合せ

Forever Plaid （フォーエヴァー・プラッド）
オフ・ブロードウェイ・ミュージカル

13:00start
12:00open

55日
6
大ホール 好評

発売中

好評
発売中

大ホール
①13:30 start 12:30 open
②17:30 start 16:30 open

8日㈬ 島津亜矢コンサートツアー2022 世界芸能株式会社
022-222-4997

全席指定
SS席／7,000円
　S席／6,500円
　A席／5,500円
※未就学児入場不可

全席指定 入場無料
（要事前申込）

大ホール
14:00 start 13:20 open26日㈰

「笑顔のおてつだい」
バリアフリーコンサート
アコム“みる”コンサート物語

アコム株式会社
0120-7878-07

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2022年4月28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。催し物スケジュール6月 

入場無料小ホール
13:3023日㈭ フォーデイズ

核酸栄養セミナー
フォーデイズ㈱
022-371-0371

開 催 日 催 事 名 会　場 ・ 時　間 入　場 主　催 ・ お問合せ

小ホール
14:00 start 13:30 open

全席自由
1,000円

小畑実織＆簗田ちゆり
Duo Concert

小畑実織＆簗田ちゆり
クラシック演奏会実行委員
obataminori.fl.@gmail.com

4日㈭

大ホール
13:00 start 12:00 open

全席指定
S席／10,000円　A席／7,500円
U-25チケット／5,500円(税込価格)

オフ・ブロードウェイ・ミュージカル
Forever Plaid

（フォーエヴァー・プラッド）

仙台放送
022-268-2174

（平日11:00～16:00）
5日㈰

大ホール
17:00 start 16:30 open

全席自由
500円仙台南高校定期演奏会 宮城県仙台南高等学校音楽部

022-246-0131（代表）6日㈪

名取交響吹奏楽団
第38回定期演奏会

好評
発売中

14:00start
13:15open

1919日
6
大ホール

❶11:00start
　 10:15open

❷15:00start
　 14:15open

77 日
8
大ホール

繊細で圧倒的なボーカルと、音楽家・平原綾香の多才で豊かな表情を見せるパフォーマンス、
ジャンルやボーダーをしなやかに行き来しながらお届けするステージをぜひお楽しみください。

好評
発売中 HIRAHARA AYAKA　“The COVERS 2022”

名取市文化会館開館25周年記念

※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。

1,000円 年会費 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）期 間
必要事項を記入いただいた入会申込書を窓口にお持ちいただくか、会館宛にご郵送ください。入会方法

会館で開催する芸術公演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、随時行っております。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。

●チケットの優先予約　　●チケット割引サービス
●チケット郵送サービス　　●公演情報の郵送サービス会員特典

※入会金不要

シーパイン友の会のご案内

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:21387）／
チケットぴあ（Pコード:215-938）／e+（イープラス）

プレイガイド

企画：Office MAMA.　制作：SKIYAKI LIVE PRODUCTION　協力：株式会社エドワードアンドカンパニー

※価格はすべて税込表記です。

わくわく
パビリオン

名取市文化会館開館25周年記念
Art for Kids@なとり

トトレレ ーーポポ

今野 沙知恵 岸浪 愛学

伊藤 明子

Art for Kids @なとり

わくわく楽しい音楽会-ニュースなオペラ-
名取市内の小学校でアウトリーチコンサートを行った演奏家がお届けするファミリー
コンサート。いろんな物語をうたで表現する総合芸術オペラ。
みんなもどこかできいたことのあるアリアの名曲とたのしいおはなしをお楽しみください。

NEW

名取交響吹奏楽団
全席自由　前売券／1,000円

出 演
チケット

プレイガイド
主 催
お問合せ

名取市文化会館／チケットぴあ(Pコード：217-738）
名取交響吹奏楽団
info@n-kyo.net

企画制作：HAL PLANNING

※未就学児入場不可　 ※U-25チケットは、ご観覧時25歳以下・枚数限定・要身分証明書・チケットぴあにて前売りのみ販売
※車いすスペースをご希望の場合は、事前に仙台放送事業部までお問合せください。

※開催約2ヶ月前から申込受付を開始。電話(0120-7878-07)またはメール(miru@acom.co.jp)で受付｡

令和4年5月3日（火・祝）4日（水・祝）
「Art for Kids@なとり わくわくパビリオン」

を開催しました。

たくさんの子どもたちやファミリーにご来場いた
だき、音楽や大道芸の楽しいステージや巨大迷路、
おもちゃ作りを楽しみました。


