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NATORI PERFORMING ARTS CENTER EVENT INFORMATION

名 取 市
文化 会 館
イベントインフォメーション

主催事業
Natori Jazz Port　Happy Toco LIVE

なとりミュージックガーデン
仙台フィルメンバーが贈る 大人のための音楽鑑賞教室

仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート

佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2017 名取公演

共催事業
ウルトラマンライブ Peace of the Earth 2017-2018

催し物スケジュール
文化会館 よもやま話

café smile 今月のおすすめメニュー

TOPICS

09月号
2017

交通アクセス

※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】

宇治抹茶のアイス、小豆、
生クリームの相性抜群！

●宇治抹茶サンデ～
……… ￥600（税込）

ベルギーチョコレートアイス
とバニラアイスのコラボ！
濃厚でボリューム抜群！！

●バナナチョコサンデ～
……… ￥700（税込）

マイルドな味！香りも最高♪

●smileブレンド豆・100g
……… ￥600（税込）

●smileアイスコーヒー
……… ￥300（税込）

仙台空港アクセス鉄道

ホテルルートイン
大手町大手町

旧
国
道
4
号

旧
国
道
4
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

編集
後記

秋に向けて、お知らせする催事も多くなっており、紙面いっぱいに情報を掲載しております。11月23日の仙台フィ
ルハーモニー管弦楽団コンサートでは名取の美しい風景を紹介する写真展を開催します。イベントインフォメー
ションも今月号は名取の夕日をイメージしたオレンジ色でお届けします。

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

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。

パーティー予約受付ます。お問合せください。

※ランチ・ケーキは日替りでメニューが変わります。

現在、設置していただいている店舗は
コチラです。

今月のおすすめメニュー

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!

イベントインフォメーション

設   置   店   舗

残暑！厳しいですね～　☀☀☀

どのシーズンにも愛されるアイスクリーム揃ってます♫
今月のおすすめは！アイスクリームサンデ～♥
　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♥

café smile
 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 

2017年9月から利用申請いただける施設
【ホール】2018年9月利用分まで　【練習室・会議室等】2017年12月利用分まで　10月の施設利用抽選会は、10月1日（日）です。

※2017年11月の抽選会は、11月1日（水）になります。

休館日 9月5日（火）・19日（火） 保守点検日 9月12日（火）・26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

　8月2、3、4日の3日間、全国高等学校総合文化祭「みやぎ総文2017」が県内
各地で開催され、名取市文化会館は、郷土芸能部門の会場となりました。和太
鼓や獅子舞、民謡など、高校生がこの日のために練習してきた成果を発表しま
した。当日は、どの高校の生徒たちも元気な挨拶を交わし、生き生きとした声が
会館いっぱいに響いていました。
　合唱、吹奏楽、器楽・管弦楽などの音楽分野はもちろん、演劇や美術、書道や
文芸、囲碁・将棋、自然科学まで様々な分野がありましたが、当館で開催された
郷土芸能部門は、特に地域の特色を反映した演舞が多く、また衣装などにもそ
れぞれの地域の特徴があり、会場に居るだけでちょっとした観光気分を味わう
ことができました。
　大会は無事閉幕しましたが、これをきっかけに宮城と全国各地との交流が
生まれ、また新しい文化の発展につながっていくことを祈っています。　

文化会館
  よもやま話

仕事帰り・お休みの日、お友達誘ってbeerパーティー!!
いかがでしょうか(̂ )̂/（要予約） 
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7月30日（日） 「わくわく楽しい音楽会 ～うたう! チェロ・コントラバス～」を開催しました。お客様の声

New!

好評
発売中

好評
発売中

好評
発売中

残席
わずか

ベートーヴェンの生涯やエピソード、楽曲解説などのお話を交えながら音楽の楽しみ方のポイントを
ご紹介するレクチャーコンサート。

Happy Tocoは仙台を拠点に活動するヴァイオリン・ピアノ・ドラムスのユニット。
幅広いジャンルの楽曲をオリジナルアレンジでお届けします。

Natori Jazz Port　Happy Toco LIVENatori Jazz Port　Happy Toco LIVE

音楽事業提携プロジェクト2年目のメインプログラムは、開館20周年を祝しフルオーケストラの演奏をお届けします。

名取市文化会館 開館20周年記念
仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート
名取市文化会館 開館20周年記念
仙台フィルハーモニー管弦楽団コンサート

井野邉 大輔（構成・ナビゲーター）
小山 あずさ（ヴァイオリン）、飯野 和英（ヴィオラ）、八島 珠子（チェロ）、黒江 浩幸（コントラバス）、三輪 郁（ピアノ）

出　演

指揮：角田 鋼亮　独奏：三宅 進（チェロ）　仙台フィルハーモニー管弦楽団出　演

ドヴォルザーク／チェロ協奏曲 ロ短調 作品104　ベートーヴェン／交響曲 第6番 ヘ長調「田園」作品68プログラム

全席指定 S席…シーパイン友の会／3,000円 一般／3,500円
 A席…シーパイン友の会／2,000円 一般／2,500円
 B席…シーパイン友の会／1,200円 一般／1,500円
 学生（大学生以下）／1,000円※S・Aより選択可

チケット 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／e＋（イープラス）
ローソンチケット（Lコード：21866）
チケットぴあ（Pコード：336-823）

プレイガイド

Happy Toco　榊原 光裕（ピアノ）、佐藤 聡子（ヴァイオリン）、岸川 雅裕（ドラムス）
共演：青木 大志（ベース）

出　演

ムソルグスキー／展覧会の絵　ガーシュイン／ラプソディ・イン・ブルー　他プログラム
全席自由　シーパイン友の会／2,500円　一般／3,000円　学生（大学生以下）／1,000円チケット

主催：TBC東北放送　制作：クリスタル・アーツ

18:30 start
（18:00 open）

10/14 土

小ホール

14:00 start
（13:30 open）

10/15 日

小ホール

14:00 start
（13:30 open）

11/23 祝
木

大ホール

名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／ローソンチケット（Lコード：21536）／チケットぴあ（Pコード：336-727）プレイガイド

ベートーヴェン／V.ラハナー編曲
ピアノ協奏曲 第4番 ト長調 作品58 他

プログラム

全席自由
シーパイン友の会／1,200円　一般／1,500円

チケット

名取市文化会館プレイガイド小山 あずさ

○c 篠原 栄治

井野邉 大輔

佐渡×シエナが贈るクリスマス・プレゼント！

指　揮：佐渡 裕　ゲスト：キュウ・ウォン・ハン（バリトン）
シエナ・ウインド・オーケストラ

出　演

全席指定 S席…シーパイン友の会／5,500円 一般／6,000円
 A席…シーパイン友の会／4,500円 一般／5,000円

チケット

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／e＋（イープラス）
ローソンチケット（Lコード：21769）／チケットぴあ（Pコード：335-201）

プレイガイド

L.バーンスタイン／キャンディード序曲　A.リード／アルメニアン・ダンス（全曲） 他プログラム

主催：TBC東北放送　企画制作：円谷プロダクション　制作協力：エンターゲート／アオイスタジオ

シーパイン友の会先行予約／9月16日（土）～
一般発売／9月23日（土・祝）～

チケット発売日

ウルトラマンジード／ウルトラマンオーブ／ウルトラマンエックス
ウルトラマン／ウルトラセブン／ウルトラマンゼロ／ウルトラマンギンガ　他

登場ヒーロー

前売り／2,800円　当日／3,000円　※3歳以上有料
※2歳以下、保護者1名につき1名まで膝上鑑賞可　※公演中の動画撮影及び撮影は禁止となっております。

チケット

名取市文化会館
セブンチケット（セブンコード：057-591）

プレイガイド

エンターゲート 022-716-5455お問合せ

佐渡裕指揮 シエナ・ウインド・オーケストラ演奏会2017 名取公演

19:00 start
（18:30 open）

12/14 木

大ホール

①10:30 start
（9:30 open）

②14:30 start
（13:30 open）

12/24 日

大ホール

○c Hikaru.☆

なとりミュージックガーデン
仙台フィルメンバーが贈る 大人のための音楽鑑賞教室
なとりミュージックガーデン
仙台フィルメンバーが贈る 大人のための音楽鑑賞教室名
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三宅 進

○c 武藤 章

角田 鋼亮

共 催 事 業

ウルトラマンライブ Peace of the Earth 2017-2018
クリスマスイブにウルトラヒーローがやってくる！

※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。9月催し物スケジュール
開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

4日（月）

3日（日）

夢のスター歌謡祭

第55回宮城県母子寡婦福祉大会 入場無料

株式会社夢グループ
0570-064-724

公益財団法人宮城県母子福祉連合会
022-295-0013

16日（土）

17日（日）

第31回島村楽器音楽コンクール
1次予選会

太鼓祭inなとり 第五回北日本大会

島村楽器(株)
022-381-1922

一般社団法人日本太鼓協会
048-543-1677

ライブラリーミーティング18日（月・祝） 名取市図書館
022-382-5437

23日（土・祝）
「私達は忘れない」

シンガポール在住Sachiyoさん
復興支援コンサート

名取ロータリークラブ
創立50周年記念事業実行委員会
022-384-5816 ※平日13:00～16:00

24日（日）

24日（日）

28日（木）

名取市立増田中学校吹奏楽部
第2回定期演奏会
まなみ音楽教室
第31回ピアノ発表会

ママパワーフェスin名取

名取市立増田中学校 吹奏楽部
022-384-2329（上西）
田村 真奈美
022-241-6164
トータルボディメンテナンスサロン
～floraison～（フロレゾン）
080-8219-8918

大ホール
①13:30 start（13:00 open)
②17:30 start（17:00 open)

中ホール
10:30 start（10:00 open)

中ホール
13:00 start（12:55 open）

大ホール
13:00 start（12:30 open）

17日・18日…中ホール　20日…大ホール
①10:30 start（10:00 open）
②12:30 start（12:00 open）
③14:30 start（14:00 open）
④16:30 start（16:00 open）
⑤18:30 start（18:00 open）

小ホール
13:00 start（12:30 open）

展示ギャラリー
10:00～17:00

  
  9日…中学校の部 12:15 start（11:15 open)
10日…小学校の部   9:40 start（8:50 open)
 高等学校の部 14:55 start（14:10 open)

大ホール

15日（金） フォーデイズ核酸セミナー 入場無料

入場無料

全席指定　一般／S席1,500円　A席1,100円
シーパイン友の会／S席1,300円　A席900円

全席自由
前売券／一般・シニア・大学生……1,100円
当日券／一般・シニア……………………… 1,500円
　　　　大学生…………………………………… 1,300円
　　　　中高生 …………………………………… 800円

入場無料

入場無料

フォーデイズ(株)
022-371-0371

小ホール
13:30 start（12:30 open)

9日（土）
10日（日）

第84回NHK全国学校音楽コンクール
東北ブロックコンクール

全席指定
SS席／8,640円　S席／7,560円

※3歳以下入場不可

入場無料（要事前申込）
※NHK仙台放送局HPよりお申し込み下さい。

http://nhk.jp/sendai

NHK仙台放送局 広報事業部
「音楽コンクール」事務局
022-211-1016（平日9:30～18:00）

17日（日）
18日（月・祝）
20日（水）

映画「君の笑顔に会いたくて」上映
映画「君の笑顔に会いたくて」
製作と上映を支える名取市民の会
080-3324-0787

22日（金）～
24日（日）

第227回ル・サロン展「銅賞」受賞記念展
尚絅学院創立125周年記念特別企画展
相馬亮展 -reason of being-存在の意味

尚絅学院大学
022-381-3301

中ホール
18:00 start（17:30 open）

23日（土・祝） 『絵を描き続けるということ―
画家・美術教育者として生きる』

尚絅学院大学
022-381-3301

小ホール
14:00 start（13:00 open）

大ホール
14:00 start（13:30 open）

中ホール
13:00 start（12:30 open）

小ホール
10:00～15:00

入場無料

入場無料

入場無料
※お子様見守りスペースあり

入場無料
※要整理券

入場無料

どの曲も温かくてきれいでかっこよくてじ

いんとしました。低音のイメージがありま

したが音域が広くずっと聴いていたくなり

ました。トークもとても面白く演奏以外で

もずっと楽しめました。

小学校でもきいたチェロの音色がきれ

いでした。他にも、ピアノやコントラバス

の音色もきれいで音楽はいいな～と改

めて思いました。

音が大きい時も小さい時も感

動する音楽で気持ちが軽く

なった。

星めぐりのうたが一番気に入りました。

時間があっという間に感じられるくらい

楽しかったのでまた聴きたいです。

楽しかったです。

音楽も三宅さん助川さんのおしゃべりも。

チェロ、コントラバスの音色に魅了され

ました。癒される音色で心豊かになりま

した。次回が楽しみです。

知っている曲がたくさんあり、子供もあきな

いプログラム構成で大変よかったと思う。

子供と楽しい時間を共有できました。

お話も音楽もとても楽しかったです。

演者とお客さんの一体感があって、とても

良いコンサートでした。三宅さん、助川さ

んのトークもとてもよかったです。

ベートーヴェン交響曲 第6番「田園」はベートーヴェンがこよなく愛していたウィーン
郊外の田園風景を描写して作曲されたと言われています。ベートーヴェンが見た豊か
な自然風景と同じく、名取にも美しい自然風景がたくさんあります。
ホワイエにて、名取市観光写真コンクールで入賞した作品を中心に、名取の自然風景や歴史
を紹介する写真展を開催します。名取の魅力がたくさん詰まった写真をぜひご覧ください。

写真展のご案内

©円谷プロ
©ウルトラマンジード製作委員会・テレビ東京

飯野 和英 八島 珠子 黒江 浩幸 三輪 郁

子どもたちの声

コンサートがとても身近なものになりました。


