
名取市文化会館ぶんかのもり

※「文化の森」発行にあたり、広告企業より応援いただいております。
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文化の森
“ 名取市こどもミュージカル ”

文化会館の木々が眠る季節に

活動がはじまりました。

冬の厳しい寒さの中

子どもたちは元気に稽古に励みます。

稽古に明け暮れる子どもたち

寒さがやわらぐ、この季節

木々の色めきに先立って、

いよいよ舞台に登場。

元気をみなさまにお届けします。

● 名取市こどもミュージカル「MUSICAL HONK!」
● 開催記録「初笑い！なとり寄席」

● 公演スケジュール
● シーパインズ会員募集

 ● シーパインズ会員募集

文化会館では様々な公演を、手軽に、身近にみなさまに楽しんでいた

だくために、シーパインズ会員を募集しています。

☆☆☆　とてもお得な会員特典　☆☆☆

友の会情報紙シーパインの送付 ( 年 3回程度 )

チケットの先行電話予約

会員価格でのチケット提供

購入チケットの郵送

チケット代金の口座自動振替
※公演により、特典が無い場合がございます。

●申込方法

文化会館の窓口で、申込書、預金口座振替依頼書をご記入の上お申し

込みください。お申し込みには口座番号と金融機関のお届け印が必要

です。※郵送での手続きも可能です。

年会費：1,000 円

有効期限：4月から翌年 3月の 1年間 ( お申し出のない場合は自動更新 )

●平成 21 年度 取扱った公演
さだまさしアコースティックコンサート／フジコ・ヘミング＆ルーマ
ニアジョルジュ・エネスコ・フィルハーモニー／ Aura アウラ クラシッ
ク・ア・カペラ／瀬木貴将＆榊原大 Duo ／しまじろうとゆうえんちへ
いこう！劇場公演／ブロードウェイミュージカル フロッグとトード／
西本智実マーラー第 5 番 with ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団／
オールナイトニッポンコンサート／塩谷哲ピアノコンサート／劇団四
季ミュージカル「アンデルセン」／しまじろう サンタクロースのおん
がくかい／高泉淳子 Hot Swing Jazzical Liveshow／初笑い！なとり寄
席 春風亭昇太・柳家花緑 二人会／ウルトラマンライブ／サンリオハー
トフルタイム
※公演により特典内容は異なります

アクセス
・仙台空港アクセス鉄道 杜せきのした駅より 8分
・ＪＲ 名取駅より徒歩 17 分
・駐車場完備 /南・北駐車場あわせて 383 台

 ● 公演スケジュール

ウルトラマンライブ 2010　Peace of the Earth in 名取
　３月７日 ( 日 )①10:30 開演②14:00 開演　大ホール

　全席指定 2,800 円　チケット販売中

文化庁「地域文化芸術振興プラン」・みやぎ文化芸術振興プラン
名取市こどもミュージカル「MUSICAL HONK!（ホンク！）」
　３月 13 日 ( 土 ) 14 日 ( 日 )14:00 開演 ( 両日とも )　大ホール

　全席自由 1,000 円 (当日 1,200 円 ) 中学生以下 500 円　チケット販売中

サンリオハートフルタイム
「ハローキティ＆シュガーバニーズのきっとうまくいくよ！」
supported by MITSUBISHI MOTORS
　３月 21 日 ( 日 )①11:00 開演②14:00 開演　大ホール

　全席指定 1,800 円　チケット販売中

林家木久扇 祝芸能生活５０周年記念スペシャル
林家木久扇・林家正蔵 二人会
　５月30日( 日 )14:00 開演　大ホール

　全席指定 4,200 円　チケット販売中

「文化の森」がホームページでご覧いただけるようになりました。
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 ● 名取市こどもミュージカル「MUSICAL HONK!」

・ミュージカルの始動
　出演者オーディションは 10 月 25 日に増田西小学校で行われました。

オーディションには市内小中学生はもとより、仙台市、岩沼市などの近隣

市からも多くの参加者が集まり、ミュージカル参加への熱い思いを胸に

オーディションへ参加した子どもたち。50 名の募集予定のところに 100

名以上の応募があり、子どもたちの思いを受けたミュージカル実行委員

会では全員でミュージカルを成功させることに決めました。

　出演者の初顔合わせは 11月 7日。これから力を合わせてミュージカル

を作り上げていく仲間たちとの初対面でした。緊張の様子だった子どもた

ちもすぐに打ち解け、ミュージカルを作り上げていく一体感を感じさせ、

ミュージカル成功に期待が膨らみます。

　顔合わせを皮切りに総合演出 朝日雅宏さんの指導の下、公演に向けて

の稽古が始まりました。季節は冬へと進む寒い時季でしたが、みんな寒

さに負けず、元気に日々の稽古を続けています。

・稽古場の風景
　さまざまな個性を持った子どもたちが一堂に会

する稽古場。学校も学年も違う子どもたちが集

まっています。昨年度開催された名取市民ミュー

ジカル「ハッピーロケーション」に出演した子ど

もや、公民館でのミュージカルなどに参加した子

ども。ミュージカルを鑑賞して「自分も参加した

い！」と初めて参加した子どもが多数です。

　実際に稽古に参加してみてどんな印象を持っ

たのでしょうか。「練習は厳しいけど、友達がで

きて楽しい。」「みんなと歌ったり、踊ったりして、

音楽とダンスがもっと好きになった。」「歌とダン

スを同時に覚えないといけないのがとっても大

変。」稽古の大変さと楽しさを教えてくれました。

　稽古場では指導の先生が子どもたちに負けな

い大きな声をあげています。「明日があるさじゃ

ないのよ！一日一日をがんばって！」「もっと大き

い元気な声で！本気で喜んでる場面だよ！」先生

の声で子どもたちは稽古に身を入れます。子ども

たちは柔軟で、教えられることをどんどん吸収し

ていくようです。

　休憩時間には、自分のパートを練習したり先

生に確認したりする子どもや、疲れを知らずに会

場を走りまわる子どもたち。子どもたちのパワー

には驚くばかりです。稽古場は真剣さもさること

ながら、元気と笑顔にあふれています。

　稽古場には保護者の姿も見受けられます。子

どもたちの送り迎えや稽古のお手伝いをする保護

者たちにお話を聴きました。「いろいろ大変だけ

・名取市こどもミュージカル実行委員長 山田司郎さんからのメッセージ
　子供達の可能性って無限だと思います。「ほとんど経験のない子供達

100 人に本格ミュージカルが演じられるのか？」という不安はありました。

しかし最近では、稽古に励む子ども達の吸収力に驚かされるばかりです。

そして、この舞台をきっかけに多くの子供たちに踊る楽しさ、歌う喜び、

表現する事の素晴らしさを知ってもらいたい。初めてミュージカルに挑戦

する子も将来スターを夢見る子も、喜びと達成感、感動の成功体験を味

わってほしいと願わずにはいられません。実行委員長として、一番最初に

子供達と 2 つの約束をしました。①一生懸命練習する　②楽しく演技する

　子ども達の元気で明るい、精一杯の歌と踊りとお芝居をどうか見てあげ

てください。

・総合演出 朝日雅宏さんからのメッセージ
　「苦しい事つらい事を乗り越えれば新しい自分になれる」　ハンス・クリ

スチャン・アンデルセンの名作童話をもとにイギリス人コンビ、アンソニー・

ドリューとジョージ・スタイルスが描いたこの作品は、どこか日本的で文

化の違いを全く感じさせません。子を持つ母親の思い、父親の立場など

を鳥たちの世界を通して嫌みなく訴え掛けてくれます。ミュージカルが好

きな人もそうでない人もきっとこの作品なら楽しんで頂けるはずです。

ミュージカルはちょっとという方でも、たとえば「ディズニー」の映画でし

たら違和感なくご覧いただけるのではないでしょうか？この作品「HONK!」

もまさに音楽とストーリーが融合し芸術性の高い作品です。それよりも何

より 100 人の子ども達のパワー、エネルギーを感じてください。きっと皆

さんの心もパワーとエネルギーに満ち溢れることでしょう！

 ● 開催記録
　恒例となっている「初笑い！なとり寄席」

が 1 月 23 日に中ホールを会場に開催。

今回は、落語にとどまらずさまざまなメディ

アで活躍する人気噺家・春風亭昇太さん

と柳家花緑さんの両名をお招きし、江戸

落語の面白さをお届けしました。

　なとり寄席には若い方からお年寄りまでの多くのお客様が足を運ばれ、

会場は 2 回の公演とも満員御礼。ホールに観客の笑いが響き渡りました。

噺家の一言一句で噺に引き込まれた観客は、まるで笑いの渦に巻き込ま

れた様でした。初めて寄席にきた方も「くせになりそう！」と大満足。笑

いの絶えない公演でした。みなさまの初笑いはいかがでしたでしょうか。

「初笑い！なとり寄席」演目
平成 22年 1月23日　中ホール

▼13時の部

　初天神　春風亭昇々

　権助提灯　春風亭花緑

　曲芸 水戸太神楽　柳貴家雪之介

　壺算　春風亭昇太

▼16時の部

　雑俳　春風亭昇々

　時そば　春風亭昇太

　曲芸 水戸太神楽　柳貴家雪之介

　笠碁　柳家花緑

・Pickup Voice
●昇太さん、花緑さんの二人会は待ちに待っていたので、地元でお二人

同時に観ることができて、とてもよかったです！！

●テレビで見るよりも、生だと声の調子や顔の表情がわかりやすく、とて

もよかったです。

●“ナチュラルキラー細胞 ”がたくさんでて、すこぶる健康になれました。

●笑う門には福来るという通り、心にも体にも笑いが必要だと思いました。

思いっきり笑いました。

その他、会館スタッフに対する貴重なご意見をいただきました。今後の

公演への参考とさせていただきます。アンケートへのご協力をいただきま

して、ありがとうございます。

・初笑い！なとり寄席をお見逃しになったみなさま必見！
　来たる 5 月、文化会館 大ホールを会場に「林家木久扇 祝芸能生活

50 周年記念スペシャル　林家木久扇・林家正蔵 二人会」を開催します。

人気テレビ番組｢笑点｣でレギュラー出演中の林家木久扇と大人気の林家

正蔵による豪華絢爛な「二人会」。恒例の “ 初笑い！なとり寄席 ” にも登

場したことがある二人。芸能生活 50 周年を迎えた林家木久扇の磨きが

かかった落語に乞うご期待！裏面公演スケジュールをご覧ください。

　「ミュージカルをみんなで作ろう！」「たくさんの人に楽しいミュージカルを見てほしい！」とミュージカルの成功を目指し集まった子どもたち。１００人の

子どもたちによる本格的なミュージカル「MUSICAL HONK!」が文化会館 大ホールを会場に上演されます。アンデルセンの名作童話「みにくいアヒルの子」

をもとに描かれたドラマチックなミュージカル作品「MUSICAL HONK!」。みにくいアヒルの子の冒険物語が、美しいメロディで彩られ、子どもたちが元気に

演じます。自分たちでつくるミュージカルは子どもたちに夢と希望を抱かせ最高の経験となることでしょう。

文化庁「地域文化芸術振興プラン」・みやぎ文化芸術振興プラン

名取市こどもミュージカルMUSICAL HONK!（ホンク！）
　ちがうことって、悪いこと？　アヒルのアイーダとドレイクの間に生まれたヒナたちの中

に、一羽だけ大きさも鳴き声も羽の色もぜんぜんちがう子が・・・。“みにくいアヒルの子 ”

アグリィの冒険物語を美しいメロディで彩ったミュージカル「HONK!」は世界各国で絶賛

され、そして次は名取でこどもたちが元気いっぱいに上演します！

【日時】 平成 22 年３月 13 日（土）・14 日（日）

　 14:00 開演 (13:30 開場 )※両日とも

【会場】 名取市文化会館　大ホール

【入場】 全席自由

 一般1,000円 (当日1,200円）中学生以下500円

文化会館でチケット販売中！お求めはお早めに !!

春風亭昇太

柳家花緑

ど、子どもが一生懸命に楽しくやっているので、

苦にならない。」「家でも練習してる。本当に感

心する。」「ミュージカル出演は良い経験になると

思う。子どもにはいろんな経験をさせたい。」と

子どもたちを見守っています。

　子どもたちに公演に向けての目標を聞いてみ

ました。「大きな声で上手に演技をしたい。」「稽

古でがんばった成果をみんなに見てもらいた

い。」「お客さんにミュージカルの楽しさを伝えた

い。」子どもたちのミュージカル成功に向けた思

いと自信を感じさせます。

　まもなく本番を迎える “ 名取市こどもミュージ

カル MUSICAL HONK!”。地域文化のつぼみは大

きく花開き、みなさまに素敵なミュージカルを元

気に楽しく、そして感動を届けてくれることでしょ

う。

ホンク！ミュージカル
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