
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　
2023年1月…1月4日(水） 2月…2月1日(水）

12月6日(火)、20日(火)、29日(木)、30日(金)、31日(土)休 館 日 12月13日(火)、27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。

練習室・会議室等

2022年12月から申請できる施設

大中小ホール
2023年12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
設置店舗

施設の利用申請 施設予約抽選会

　気づけば12月。お歳暮の手配、
クリスマスプレゼントの準備、年賀状
の準備、大掃除等々、一年を綺麗

に終え、新しい年を迎える為に何かと忙しい「師走」。
語源の由来（諸説あり）である、「師＝僧侶」が仏事のた
めに西へ東へ忙しく「走」り回る、そんな12月の到来です。
　今月は会館敷地内の植栽に注目してみましょう。どの
ような樹木が植えられているかご存じでしょうか。会館
西側には主にクロマツ、北側には楡（ニレ）や欅（ケヤキ）、
南側には桜や楓（カエデ）、桂（カツラ）、槐（エンジュ）等、
幅広い種類の樹木が植わっています。様 な々顔で季節を
知らせてくれる木 た々ちも、今の時期はほとんどの木が葉を
落とし寒さに耐えて春を待っているところです。
　樹木も年を取りますから、病気にかかってしまったり、
虫食いに勝てず枯れてしまったりして、伐採しなければなら
ない状態になってしまうこともあります。害虫駆除をしたり、
養生したりとこまめに手入れをして、植栽を綺麗に保つ
よう職員一同努めてまいりますので、会館にお越しの際は
会館内での催しはもちろんのこと、会館外の植栽にも
ぜひ目を向けてみてくださいね。

こぼれ話
文化会館

バラエティ豊かな蒲鉾を揃えてます

ささ圭店
舗
紹
介

2023年3月利用分まで

山桜槐（エンジュ）

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。

１２月寒い冬の到来ですね。
暮れにさしかかり、風邪には充分
お気をつけください。
ほっと一息、teatime
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。) ¥900(税込)～

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！

-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

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。
●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・咳・咽頭痛などの症状がある場合、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。

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

混雑時は、ウエイティングシートへ
ご記名のうえ、お待ちいただきます。

ALL税込価格

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。

和栗の
パウンドケーキ
¥500

いちじく！
　のワイン煮
中瓶 ￥950

●ブレンドコーヒー
●ブレンド豆
●smileブレンド豆

…………￥500
………… 100ｇ ￥630

… 100ｇ ￥680

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
名取交響吹奏楽団 第39回定期演奏会
名取ピアノサークル♪ぴあるて♪X’mas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

主催事業

TOPICS

2022

12
月号

名取市文化会館で語る
ふるさとの昔ばなし第3回

名取市文化会館開館25周年記念
NHK「民謡魂 ふるさとの唄」公開収録

名取市文化会館開館25周年記念
宝くじまちの音楽会
岩崎宏美with宗次郎 ～心のふるさとを求めて～

お客様の声



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。

共催事業 共催事業 

小ホール　演劇練習室
9:30 start 9:00 open

入場無料
※要事前申込(定員100名)

令和4年度 翔け！
なとりの女(ひと)と男(ひと)フォーラム

地域で輝く女性のチカラ

名取市･翔け！
名取の女(ひと)と男(ひと)
の実行委員会　022-724-7146

1日㈭ 

中ホール　小ホール
12:00 start 11:30 open

入場無料
※名取市、岩沼市に就職を

希望されている方
出張ハローワークin名取

名取市、岩沼市、
ハローワーク仙台、
ハローワーク大河原
022-792-1723

2日㈮

中ホール
14:00 start 13:15 open

全席指定 大人1,300円/子ども500円
※3歳以上有料/2歳以下入場不可

みやぎ生協40周年特別文化企画
「スギテツコンサート」

～ゲストに栗コーダカルテットを迎えて～

みやぎ生協　生活文化部
022-374-8531

申込先:みやぎ生協コ～プ文化鑑賞会事務局
0120-978-108

3日㈯

大ホール
14:00 start 13:00 open 入場無料仙台シンフォニエッタ 仙台シンフォニエッタ

https://www.sendai-sinfonietta.com/4日㈰

中ホール
13:30 start 13:10 open

入場無料
※要事前申込(定員200名)令和4年度 地域支え合い報告会 社会福祉法人名取市社会福祉協議会

022-384-66698日㈭

中ホール
9:30 start 9:00 open 全席指定　一般3,000円(CD付)小田島あつみ芸能生活30周年記念発表会 みちのくレコード

0238-43-215415日㈭

小ホール
10:00 start 9:30 open

入場無料
※要事前申込(申込受付は終了しました｡)

多文化トークタイム
～Chiristmas Season～

名取市(なとりの魅力創生課)
022-724-714317日㈯

大ホール
15:00 start 14:00 open

全席自由　前売1,000円
※未就学児入場無料名取交響吹奏楽団 第39回定期演奏会

名取交響吹奏楽団
楽団ホームページ:http://n-kyo.net/
お問い合わせ:info@n-kyo.net

18日㈰

小ホール
14:00 start 13:30 open

入場無料
※要整理券

名取市文化会館で語る
ふるさとの昔ばなし

名取市文化会館
022-384-890018日㈰

小ホール
13:30 start 13:00 open 入場無料フォーデイズ核酸栄養セミナー フォーデイズ（株）

022-371-037122日㈭

小ホール
10:15～15:00 入場無料nukumori アパートメント Vol.12 nukumori アパートメント　

Instagram:@nukumori_apartment23日㈮

中ホール
13:00 start 12:30 open 入場無料第36回 まなみ音楽教室ピアノ発表会 田村真奈美

022-241-616424日㈯

小ホール
14:00 start 13:30 open 入場無料名取ピアノサークル♪ぴあるて♪

X’masコンサート
名取ピアノサークル♪ぴあるて♪

022-241-635024日㈯

中ホール
14:00 start 13:30 open 全席自由　一般3,000円Mozart matinee

ピアノクィンテットコンサート
Ensemble Coeur de Roseau

090-2973-7958
（マーベラス・スタジオ）

28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12月 ※下記内容は発行日現在のものです。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 入　場 主　催 ・ お問合せ

大規模修繕のための 臨時休館 および 条件付貸出 について

令和５年１月４日㊌～令和５年２月２８日㊋(2ヶ月間)
●窓口業務及び電話対応は行います。(第1・3 火曜日を除く9：00 ～ 18：00)
●「希望の家」は通常開館いたします。(第1・3 火曜日を除く9：00 ～ 20：00)
●令和5年1月4日（水）、2月1日（水）の施設予約抽選会は実施します。
※令和5年1月8日（日）の「名取市二十歳を祝う会」は開催予定です。

臨時休館 条件付貸出
令和５年3月1日㊌～令和５年3月14日㊋
貸出条件：①搬入エレベーターが使用できません。

②運転調整音( エレベーター稼働音)が発生します。
③小ホールでのピアノ利用はできません。

※上記条件をご理解の上、ご利用ください。なお、利用に関する詳細は窓口へお問い合せください。

ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご協力お願いいたします。

対象▶中ホール•小ホールを利用する方

※価格はすべて税込表記です。

好評
発売中

宍戸 篤（指揮）、安東 理紗（司会）、名取交響吹奏楽団
～年の瀬にお届けするオールポップスプログラム～
リトル・マーメイド・メドレー
ウインド・バンド・ストーリーズ「となりのトトロ」ほか
全席自由 一般／前売1,000円（未就学児入場無料）

名取市文化会館、チケットぴあ（Pコード：228-969）

名取交響吹奏楽団　info@n-kyo.net

出 演
曲 目

チケット

プレイガイド

主 催
お問合せ

15:00start
14:00open

1818日12
大ホール 名取交響吹奏楽団

第39回定期演奏会

名取ピアノサークル
♪ぴあるて♪メンバー
入場無料
名取ピアノサークル♪ぴあるて♪
022-241-6350

出 演

チケット
主 催
お問合せ

14:00start
13:30open

2424土12
小ホール 名取ピアノサークル

♪ぴあるて♪
X’masコンサート

 

司会：城島茂（TOKIO）、
近藤泰郎アナウンサー　ほか

出 演

NHKの番組「民謡魂 ふるさとの唄」の公開収録を行います。地域に息づく唄や郷土
芸能の数々を掘り起こし、ふるさとの“知られざる魅力”を再発見します。18:00start

17:00open

1111日12
大ホール 名取市文化会館開館25周年記念

NHK「民謡魂 ふるさとの唄」公開収録

14:00start
13:30open

1818日12
小ホール

歴史の深い名取の地に語り継がれてきた民話を中心に年4回で語りをお届けします。

名取市文化会館で語る ふるさとの昔ばなし第3回入場無料
（要整理券）

大平 悦子名取昔ばなし語りの会

名取昔ばなし語りの会
大平 悦子（日本民話の会）
佐々木 彩香（エフエムなとり）
入場は無料ですが、整理券が必要です。
名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／
杜せきのしたタウンステーション

18:00start
17:30open

1616木3
大ホール

聖母たちのララバイ等のヒット曲で知られる岩崎宏美と、有名オカリナ奏者である宗次郎のコンサートを行います。
大ホールの豊かな響きの中で演奏される名曲の数々をお楽しみください。

名取市文化会館開館25周年記念
宝くじまちの音楽会　岩崎宏美with宗次郎 ～心のふるさとを求めて～

岩崎 宏美、宗次郎（オカリナ）、名取市民合唱祭有志メンバー 
全席指定
一般／前売 2,000 円　当日2,500 円
（宝くじ助成による特別料金）
※未就学児入場不可
※お一人様 4枚まで
※チケットの販売・観覧は宮城県内在住の方に限らせていただきます。

令和 4年 12月24日（土）10:00から

お客様の声
10月10日（月・祝）
「名取市文化会館開館25周年記念
TAP INTO THE LIGHT in 名取 熊谷和徳 TAP&TALK」

を開催しました。

・タップから力強いエネルギーをもらいました。元気がわきました。

・ルーツから未来までのトーク、様々 な演出でのタップ、素晴らしかったです。
 タップはダンスでありながらミュージックでもあるんだなーと思いました。

・体の深くまでリズムが刻まれてとても貴重な時間となりました。

・ステップの細かいところまで見えたのでびっくりした。ワークショップも
 良かった。楽しかったです。

・熊谷さん公演初めてでした。タップも素敵でしたが
 とてもやさしい人柄がにじみ出ていました。

応募は締め切りました

出 演
チケット

チケット
発売日

プレイガイド

主 催

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：22681）／チケットぴあ（Pコード：229-929）／イープラス

名取市／（公財）名取市文化振興財団／（一財）自治総合センター 

岩崎宏美
宗次郎

出 演
ゲ スト
司 会
入 場
整 理 券
配布場所


