
NATORI PERFORMING ARTS CENTER EVENT INFORMATION

主催事業のご案内
　Art for Kids@なとり わくわくパビリオン
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Topics

名取市文化会館
イベントインフォメーション

2017

4月号

● 味匠ささ圭
  増田店・本社工場植松店・
  閖上さいかい市場店
● 東園芸
● イエローハット 名取店
● café 食堂 Laugh（ラフ）
● 菓房たこうや 本店
● 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
● 得得うどん 名取バイパス店
● 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－トイン名取岩沼インター
● ぼんてんラーメン 名取バイパス店
● 閖上さいかい市場
● 理容モリヤ
● Natu-Lino

交通アクセス

編集
後記

日中降り注ぐ日差しもだんだんと春らしくなって参りました。そろそろ文化会館敷地内の芝生にも、つくしがひょっこり顔を出すかもしれません。
さぁ新年度のスタートです。今回ご紹介している「わくわくパビリオン」をはじめ、文化会館20周年を飾るべく、様々な公演を企画中ですので是非お楽しみに！

※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。

■ 仙台空港アクセス鉄道「杜せきのした」駅より徒歩8分・JR名取駅より徒歩17分

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

【お問合せ】

イベントインフォメーション

設 置 店 舗
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!

現在、設置していただいている店舗はこちらです。

仙台空港アクセス鉄道

人気NO.1ランチ♪
smileカレーです。スパイ
スの効いた辛口カレ～

●smileカレー
…………￥800（税込）

春らしい 　
優しい味わいです。

●苺のババロア
…………￥350（税込）

smileオリジナルブレンド珈琲。
マイルドな味！香りも最高♪

●smileブレンド珈琲
…………￥400（税込）

●smileブレンド豆・100g
………………… ￥600（税込）

café smile 
営業時間 10:00～17:30（ランチタイム 11:00～14:00）／火曜定休／TEL 080-3326-6016

ca�� ����� 今月の
おすすめメニュー

～ ほっこりとした店内でゆったりとした時間をお過ごしください ～

文化会館の会議室等への
ドリンクのケータリング、及びお弁当のご予約も承ります。どうぞ、ご利用ください♬
ドリンク・ケーキのtakeoutもできます。

入学・就職とお祝いシーズンですね♪ おめでとうございます(̂ )̂/
お友達とご家族と！そして、仲間と！ほっと一息～
美味しいランチやケーキを食べて心も体もゆったりしてください

※ランチ・ケーキは日替りで
　メニューが変わります。

よもやま話
文化会館

皆様にご不便をおかけしておりま

した、大ホールの大規模修繕の第1

回が２月いっぱいで無事終了致し

ました。ご理解とご協力いただきあ

りがとうございました。
開館から20年目を迎える名取市文

化会館。文化施設、公共ホールとし

ての機能を保つため日々のメンテ

ナンスは欠かすことができず、修繕

や交換を繰り返していく必要があ

ります。
最近も、敷地内の外灯が以前と比べ

て少しスマートになったり、多目的

トイレの自動ドアが新しくなったりしています。小さ
な変化ではあり

ますが、ご来館の際には「あ、新しくなってるな～」と
気にとめて頂け

れば幸いです。
20年の時が経ち、社会の変化に伴って利用方法も多

様化しておりま

す。時代に合わせて、守るべきところは守り、変える
べきところは変

え、直すべきところは直していきながら、「また来たい
」と思ってもら

える施設の管理運営に努めて参ります。

これから先、何十年も名取市の文化振興の拠点とし
て在り続けるよ

う、市民の皆様には手塩にかけて育てる子どものよう
に見守っていた

だきたいと思っています。日々の小さな変化も宝探し
のように是非楽

しみにしていてください。

会館の施設使用料は平成 29年 4月 1日から申請を受理したものについて新料金を適用します。
詳しくは、会館ホームページをご覧いただくか、窓口にお問い合わせください。■ ■ ■  お知らせ  ■ ■ ■

2017年4月から利用申請いただける施設
【ホール】2018年4月利用分まで　【練習室・会議室等】2017年7月利用分まで　5月の施設利用抽選会は、5月1日（月）です。

※2017年6月の抽選会は、6月1日（木）になります。

休館日 4月4日（火）・18日（火） 保守点検日 4月11日（火）・25日（火）

講義室・会議室・和室・リハーサル室・音楽練習室・演劇練習室等

ホール

事前打ち合わせ
使用日の約1ヶ月前に舞台スタッフと打ち
合わせを行います。

使用当日
使用許可書を受付窓口に
ご提示ください。

お申し込み
会館窓口にてお申し込み
ください。申込時に使用料
をお支払いいただきます。

ご利用の
流れ

修繕作業中の大ホー
ル



主催事業 4月催し物スケジュール
※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合せください。 

整理券、チケット等のお求めは、主催者へお問合せください。

開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問い合せ

1日（土）
2日（日） ヤマハ音楽教室2017年合同発表会 入場無料 サンリツ楽器 教室普及課

022-223-7046

14日（金）
15日（土） 諏訪工芸 出張展示会in仙台 入場無料

入場無料

(株)諏訪工芸
048-543-1600

フォーデイズ核酸セミナー19日（水） フォーデイズ(株)
022-371-0371

23日（日） ピアノ・エレクトーン発表会 入場無料 荒木 早苗
022-386-1312

30日（日） アンジュルム コンサートツアー2017春
～変わるもの 変わらないもの～

(株)キョードー東北
022-217-7788

　　　　　　大ホール
1日…Aステージ／10：30 start（9：45 open)
 Bステージ／14：30 start（13：45 open)
2日…Cステージ／10：30 start（9：45 open)
 Dステージ／14：30 start（13：45 open)

小ホール
14日…10：00～17：00
15日…10：00～16：00

小ホール
13:00 start（12:30 open)

2日（日） 第10回 グリーンコンサート 入場無料 国立音楽大学宮城県同調会
090-3523-3957（渡邊）

中ホール
13:00 start（12:30 open)

1日（土） 第9回 高橋利加子ピアノ発表会 全席自由
入場無料

高橋 利加子
090-2841-3535

16日（日） 熊谷流舞踊公演「風を舞う」 全席自由
2,000円

熊谷流
0220-34-3192

大ホール
12:00 start（11:15 open）

小ホール
13:30 start（12:30 open）

全席自由　
一般／1,000円

高校生以下／500円
23日（日） 仙台ニューフィルハーモニー

第63回 定期演奏会
仙台ニューフィルハーモニー管弦楽団
022-375-9654（熊谷）

大ホール
14:00 start（13:30 open）

小ホール
14:00 start（13：30 open）

29日（土・祝）
宮城県仙台三桜高等学校
演劇部 単独公演
「あゆみ」

入場無料
（整理券等なし）

仙台三桜高等学校演劇部
022-248-0158（顧問：伊藤）

小ホール
①11：30 start（11:10 open）
②14：30 start（14:10 open）

大ホール
①15:00 start（14:00 open）
②18:30 start（17:30 open）

黛 敏郎、初めて聞きました。また
一つ、畑が広がった気がします。

会場の広さもちょうど良く、オーケストラと一体感で

楽しめました。指揮も大変すばらしかったです。

演奏者との距離が近く、息

づかい、体の動きが間近に

感じられ、演奏の情景がよく

伝わってきて楽しかった。

使用料金改定のお知らせ 平成 29年 4月 1日より、文化会館の施設使用料が改定になります。

平成29年4月1日より申請を受理したものについて新料金を適用します。（平成29年3月31日までに申請受理※したものは現料金を適用）
※注意:申請受理とは、申請書と使用料を共に提出・納入すること。

○施設使用料は全面改定となります。
○長机（幕板机含む）を大ホール10台、中ホールで10台施設使用料
にセットで扱います。

○スタッキングチェアーを大ホール30脚、中ホールで20脚を施設
使用料にセットで扱います。

○ホールでの拡声装置使用の場合、これまでマイク1本を含んでおり
ましたが、大ホールで4本、中・小ホールで2本を含むこととします。

○プロジェクターが有料化になります。

改定後の詳しい使用料金については、文化会館ホームページを
ご覧いただくか、直接お問い合わせください。

〈主な改定点〉 旧 新
午前

午前9時～正午
午後

午後1時～午後5時
夜間

午後6時～午後10時
午前

午前9時～正午
午後

午後1時～午後5時
夜間

午後6時～午後10時
大ホール ¥45,000 ¥75,000 ¥90,000 ¥54,000 ¥90,000 ¥108,000
中ホール ¥15,000 ¥25,000 ¥30,000 ¥18,000 ¥30,000 ¥36,000
小ホール ¥6,000 ¥11,000 ¥13,000 ¥7,200 ¥13,200 ¥15,600
会議室 ¥1,800 ¥3,000 ¥3,600 ¥2,000 ¥3,600 ¥4,200
講義室 1・2 ¥800 ¥1,400 ¥1,800 ¥800 ¥1,600 ¥2,000
和室 ¥2,400 ¥4,000 ¥4,800 ¥2,800 ¥4,800 ¥5,600
茶室 ¥800 ¥1,400 ¥1,800 ¥400 ¥800 ¥1,000
展示ギャラリー ¥2,400 ¥4,000 ¥4,800 ¥2,800 ¥4,800 ¥5,600
リハーサル室 ¥3,600 ¥6,000 ¥7,200 ¥4,200 ¥7,200 ¥8,600
音楽練習室 1・2 ¥2,000 ¥3,400 ¥4,200 ¥2,400 ¥4,000 ¥5,000
演劇練習室 ¥2,400 ¥4,000 ¥4,800 ¥2,800 ¥4,800 ¥5,600
※ホールの使用料は、入場料の金額、平日・休日等使用の条件によって変わります。
※上記のホール使用料は、入場料を無料とした場合の金額です。

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。
※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。

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）

シーパイン友の会
ご案内

期 間年会費

入会方法

1,000円 ※入会金不要

特典1 チケットの優先予約 

特典3 チケット割引サービス

特典2 チケット郵送サービス

特典4 公演情報の郵送サービス

会員
特典

会員随時
募集中

会館で開催する芸術公演文化
事業をよりお楽しみ頂くため
「シーパイン友の会」をご用意
しております。

心豊か
なひとときをお楽しみください

全席指定
一般席・ファミリー席／7,500円(税込)
※3歳以下無料(ただし保護者1名に対し1名まで膝上可。)
※4歳以上チケット必要。
※ファミリー席の詳細はＨＰをご確認下さい。

下野さんのお話が楽しくて
良かった。仙台フィルの大
ファンです。近くのステキな
ホールで聞くことができて
本当に嬉しかったです。

2月26日（日） 仙台フィルハーモニー管弦楽団 室内オーケストラコンサート
3月5日（日） 清水真弓とヨーロッパの音楽家たち Vol.3 ～マスタークラス＆リサイタル～を開催しました。お客様の声

すばらしい演奏でした。
トロンボーンのソロははじめて
きいたが、すばらしかった。

一生に一度あるかないかの
経験でこれからの自分の演
奏の目標になりました。

トロンボーンの素晴らしさを

教えてもらって感動しました。

下野さんのトークも親しみや
すく、曲への興味を持たせて
くれた。選曲も良かった。

夢中で聴いていました。
初めてトロンボーン四
重奏を聴きましたが素
晴らしかったです。

すごくそばで色々な楽器を聴け
たこと、ファゴットなどなかな
か身近で聴けないので良かっ
た。清水さんのトロンボーンの
音色はすごく良かったです。
生で聴けて感動しました。

トロンボーンだけの演奏は初
めてでとても新鮮でした。
Entertainment感満載で、
心から楽しめました。
ありがとうございます！！

とても素晴らしい

ひと時をありがと

うございました。
迫力があって
良かったです。
Bravo!!

はじめてのトロンボーンカルテット、

ホールに響く柔らかい音が素晴ら

しかったです。トロンボーン4本で

いろんなことができるのがわかる楽

しいプログラムでした。

合唱もとてもよかった。

仙台フィルハーモニ
ー管弦楽団

室内オーケストラコ
ンサート 清水真弓とヨーロッパ

の音楽家たち Vol.3 

～マスタークラス＆
リサイタル～

室内オーケストラをこんなに身
近にきいたことはなかったので
よかったです。それぞれの楽器
の音がよくききとれて、生の楽器
の良さを十分に味わえました。

トロンボーンの四重奏を初めて聴きまし

た。こんなに豊かな音色が聴けると思

いませんでした。とても感動しました。

タップとの融合もすばらしかった。

共催事業

「名取ピアノサークル♪ぴあるて♪」は
初心者から上級者まで幅広いレベルの
人が集まるピアノサークルです。1年に1
度の発表会です。ぜひご来場ください。

6/11日

大ホール

17:30 start
（16:45 open）

お問合せ ジー・アイ・ピー　022-222-9999

プレイガイド 名取市文化会館／チケットGIP
e+（イープラス）
ローソンチケット（Lコード：21599）
チケットぴあ（Pコード：318-448）

出　演 名取ピアノサークル
ぴあるて会員

チケット 全席指定　一般／7,560円
※6歳以上有料。6歳未満のお子様のご入場につきましては、周囲の
　お客様のご迷惑にならないよう、最大限のご配慮をお願いいたします。

チケット発売日 一般／4月8日（土）10:00～

THE ALFEE

Best Hit Alfee 2017 春フェスタ

お問合せ 名取ピアノサークル♪ぴあるて♪　022-383-4334（佐藤）

チケット 入場無料

名取ピアノサークル♪ぴあるて♪

ピアノ発表会5/27土

中ホール

14:00 start
（13:30 open）

New!!New!!

わくわくパビリオンArt for Kids@なとり

名取市文化会館　開館20周年記念事業

10:00～15:00

3
5/

●

水
祝 4木

祝

入場
無料
入場
無料

開催日：3日（水・祝）  
　　　 11：00～12：00
会　場：中ホール
出　演：仙台フィルハーモニー管弦楽団
　　　 首席ティンパニ奏者 竹内将也
　　　 首席オーボエ奏者 西沢澄博

仙台フィルハーモニー管弦楽団
音楽事業提携プロジェクト
「ひびきの森」 開催日：3日（水・祝）・4日（木・祝）

　　　 13：30～
会　場：中ホールホワイエ
出　演：仙台高等専門学校
　　　  吹奏楽部

 ピクニックコンサート

5月の2日間は文化会館がみんなの遊び場に大変身!!
いろんな“わくわくドキドキ”がきみを待ってるよ!

ゴールデンウィークは
文化会館であそぼう!
ゴールデンウィークは
文化会館であそぼう!

後援：名取市／名取市教育委員会
企画協力：仙台高等専門学校坂口研究室／公益財団法人音楽の力による復興センター・東北／HAL PLANNING／仙台高等専門学校吹奏楽部・建築デザイン学科

名取市文化会館

2曲のセレナードというプログラミン
グが何より最高!!プレーヤーも最高!!

すばらしかった!!

全部素敵でした!

全国ツアーの名取公演!

開催日：3日（水・祝）・4日（木・祝） 
　　　 11：45～12:45
会　場：大ホールホワイエ
出　演：渋谷裕子　千葉里佳

風が・風に・風と・風を・
風は・風も・風で・風の

きみも風にのっておどってみよう。

ダンス「どこふく風」

○c 越後谷 出

ひびきの森たいけん ぷちぷちはらっぱ ひかりのどうくつ ふわふわお花やさん
開催日：3日（木・祝）10：30～11:00
会　場：中ホールホワイエ
いろんな楽器をならしてみよう!

会　場：大ホールホワイエ
はだしであそぼう!

大きなつみ木やトランプもあるよ!

会　場：小ホール
どうくつの中で

ひかりのお絵かきをしよう!

会　場：展示ギャラリー
紙をつかって

きれいなお花をつくってみよう!

開催日：4日（木・祝）
　　　 11：00～12：00
会　場：中ホール
出　演：マリンピア
　　　 マリンバ 丹野富美子
　　　 ピアノ 吉田 彩

マリンピアのファミリーコンサート
どうぶつの森へ
ハイキング♪


