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名 取 市
文化 会 館
イベントインフォメーション

Art for kids@なとり
わくわくパビリオン 和!っとおどろくたまてばこ
お客様の声

共催事業
名取ピアノサークル　♪ぴあるて♪ 発表会

シーパイン友の会のご案内
催し物スケジュール
20周年 文化会館のあしあと
施設紹介
ご意見箱の設置について

プレイガイドのご案内
文化会館 よもやま話

café smile 今月のおすすめメニュー

TOPICS

4 月
号

2018

● 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

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!編集
後記

　新年度がスタートしました！世間にフレッシュな風が吹くこの季節、私たちも新人の頃の初心を忘れずに業務に励
んでいきたいと改めて感じる今日この頃です。わくわくパビリオンを皮切りに、今年も様々な企画をお届けします。
まずは、パビリオンで文化会館を存分に楽しんでください！入場無料です！

※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

イベントインフォメーション

設   置   店   舗

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 

文化の森vol.49完成！

　名取市文化会館 広報紙「文化の森」は、施設の紹介や1年間の公演スケジュール

のご案内などを掲載した1年に1回発行の情報紙です。

　名取市内全戸に配布され、文化会館の情報をお届けするツールとして、大切な役

割を担っています。

　市内にお住まいの皆さま、お手元に届きましたでしょうか？

　今回は、昨年度“開館20周年”の節目に、舞台を華やかに彩ってくださった出演者

の皆さまから一言ずつ個性溢れるメッセージを寄せていただきました！見開きペー

ジいっぱいに、写真とメッセージを掲載しています。

　総勢42名の方々からの手書きのメッセージをどうぞご覧ください！

文化会館
  よもやま

話

文化会館での会議会合に、コーヒーメーカーと
保温ポットお貸しできます!! お問合せください(̂ )̂/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。

パーティー予約受付ます。お問合せください。
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

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】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

入学シーズン　  お花見　  気持ちがワクワクしますね！

４月は、楽しいイベントが沢山ありますね！ランチや

ティータイムに、cafe smileへ！お待ちしております(̂ ^)/

貸切パーティー・お弁当のご注文・貸コーヒー

メーカー＆保温ポット、会議等のお飲み物の

ケータリング、お気軽にお問合せくださいませ！ 

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♥

2018年４月から利用申請いただける施設
【ホール】2019年４月利用分まで　【練習室・会議室等】2018年７月利用分まで　５月の施設利用抽選会は、５月２日（水）です。

（５月１日（火）は休館日です）
※2018年６月の抽選会は、６月１日（金）になります。

休館日 4月3日(火）・17日（火） 保守点検日 4月10日（火）・24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

●たらこスパゲティー
……………………… ￥900（税込）

濃厚たらこ！と白ごま・海苔をトッピングに
した、一押しパスタ！
一度食べたら、とまらない～

●ほろ苦！抹茶のガトーショコラ
……………………… ￥400（税込）

ほろ苦い抹茶の風味が抜群！しっとりして、
あんこ！と生クリームの相性抜群！



共 催 事 業

出　演 名取ピアノサークル　♪ぴあるて♪会員

※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。4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

「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く集うピアノサークルです。
日々の練習の成果を発表する1年に1度の発表会です。

今年のパビリオンは一味ちがう！文化会館で日本の文化を楽しむ 2日間。巨大紙相撲やかざぐるま、かるたなどで
遊んで日本を体感！ゴールデンウィークは文化会館であそぼう !

205/
日

13:00 start
（12:30 open）

中ホール

お問合せ 名取ピアノサークル　♪ぴあるて♪　022-241-6350

チケット 入場無料

14日（土） 第18回全国ゴスペルグループコンテスト
東北地区予選大会 入場無料 TLCCC東フィラデルフィヤ

090-9425-1075（蔵元）
中ホール

13:00 start（12:30 open）

21日（土） 2018 アルソア美と健康のフェスティバル 入場無料 アルソアT-b
080-5229-6832（早坂）

小ホールホワイエ
13:00 start（12:40 open）

チェロ・パル倶楽部
070-5320-5982（下川原）

中ホール
13:30 start（13:00 open）29日（日・祝） 塚野チェロ教室第35回発表会 入場無料

29日（日・祝） 宮城県仙台三桜高校演劇部単独公演
「BANKA」

仙台三桜高校演劇部
022-248-0158（顧問：伊藤）入場無料

小ホール
①13:30 start（13:00 open）
②16:00 start（15:30 open）

29日（日・祝） 仙台フィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会
「マイタウンコンサートin名取」

全席指定
S席／4,500円　S席ユース／3,000円
A席／3,500円　A席ユース／2,000円
※ユース券は公演当日に25歳未満の方が対象

※未就学児入場不可

公益財団法人
仙台フィルハーモニー管弦楽団
022-225-3934

大ホール
14:00 start（13:15 open）

3月24日（土）～
4月1日（日） 3.１１ふるさと後刻記絵画展 入場無料 杉崎靖夫

090-3686-1576

展示ギャラリー
10:00～18:00

※4月1日（日）のみ10:00～15:00

7日（土） 第10回高橋利加子ピアノ教室
発表会

高橋利加子
090-2841-3535

小ホール
13:00 start（12:30 open） 入場無料

8日（日） きらきらハートフルコンサート 2018
Luce Musica音楽教室
ラベイユ音楽教室
090-7523-2498（髙木）

小ホール
11:00 start（10:50 open） 入場無料

シーパイン友の会ご案内

心豊かなひとときをお楽しみください

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。

会員特典

入会方法／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。

年会費／1,000円 ※入会金不要
期　間／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）

会員随時募集中

チケットの
優先予約 

特典1
チケット

郵送サービス

特典2
チケット

割引サービス

特典3
公演情報の

郵送サービス

特典4

催事名 5都市共同制作公演　歌劇　カルメン
日　時 平成25年2月24日（日）14:00開演

出　演 井上道義（指揮）
ジュゼッピーナ・ピウンティ（カルメン）
ロザリオ・ラ・スピナ（ドン・ホセ）
ダニエル・スメギ（エスカミーリョ）他 

会　場 大ホール

全国5都市との共同制作プロジェクトとして開催した名取で
初めてのオペラ公演。会館15周年を祝って上演されました。 「音楽練習室2」

　会館で防音設備のある施設は全部で3つ
あります。リハーサル室、音楽練習室1、そして
音楽練習室2です。こちらには、ドラムセット
やスピーカー等の設備があり、バンド練習な
どで多く使われています。

名取市文化会館にはホール以外にも練習室や会議室などの施設があ
り、スポットを浴びる機会は少ないですが、実はヘビーユーザーの方も
多くいらっしゃいます。そんな隠れた人気施設をご紹介します。

　平成30年4月1日より、来館された皆様からご意見・ご要望等をお
うかがいする「ご意見箱」を1階北側カウンターに設置しています。
　お寄せいただきました貴重なご意見は、施設運営の参考にさせ
ていただきます。 みなさまにご満足いただけるより良い施設を目
指して参りますのでご意見・ご要望をお寄せ下さい。

※お寄せいただいたご意見などの
要旨を、個人が特定できないように
編集したうえで、名取市文化会館
ホームページなどで紹介させていた
だく場合がございます。

 設紹介施施
名取市文化会館は平成29年10月1日で開館20周年を迎えました。
名取市の芸術文化活動の拠点として多くの方に親しまれ、いくつもの
催しが行われました。ここでは20年のあゆみを少し振り返ってみます。

20
周年

チケットのご案内

2018年4月29日（日・祝）　14:00 start（13:15 open）日　時

大ホール会　場

全席指定　S席／4,500円 Sユース席／3,000円　
 A席／3,500円 Aユース席／2,000円
※ユース席は公演当日25歳未満の方が対象となります。
　公演当日受付にて年齢を証明できるものをご提示ください。
※未就学児入場不可

チケット情報

名取市文化会館／仙台フィルサービス／藤崎／仙台三越／e+（イープラス）
ローソンチケット（Lコード：22285）／チケットぴあ（Pコード：103-762）

プレイガイド

仙台フィルサービス　022-225-3934（受付時間：平日10:00～18:00）主催・お問合せ

仙台フィルハーモニー管弦楽団 特別演奏会「マイタウンコンサートin名取」

New! 名取ピアノサークル　♪ぴあるて♪ 発表会

ご意見箱の設置について

2月18日（日）開催
「新・名取寄席part5@文化会館　唸って語って祝5年！」お客様の声

・初めて見て面白かった。

 最前列の席だったので特に良かった。

・寄席には何回も行ったのですが、また

ちょっと違ったステージで楽しませてい

ただきました。ありがとうございました。

来年もお願いします。

・なかなか落語というものは聴く機会が

ないので、とても興味を持ち、飽きずに

集中できました。毎年できれば来ていた

だきたいです。ありがとうございました。

・笑いのツボにはまりました。

 特にうめ吉さんに。

・シリルさんが面白かった。神田さんの講

談を前に聴いて、今日も面白かった。

・うめ吉さんの優しい語り、本物の芸者さ

ん（？）の踊りが見れて良かった。

 すべて楽しかった。
・ジャンルの違う日本の

 話芸のコラボ、良かったです。

・自国の文化を今風な語りですごくよかっ

たです。これからのご活躍を祈ります。 

会場の広さもちょうどよく、ライブ感があ

りとてもよかった。ありがとうございまし

た。次回ぜひまた来れたらと思います。

パビリオン 和!っとおどろくたまてばこ

Art for kids@なとり

わく わく
10:00～15：00
名取市文化会館

45/ 祝

金 5 祝

土・ 入場無料 毎年恒例の
スタンプラリーも

あるよ！！

名取市市制施行60周年記念事業

その他、巨大紙相撲大会や昔ばなし主人公なりきり写真館など、楽しい企画満載！

4（金）日

ししおどり
[熊野堂十二神鹿踊]

大ホールホワイエ
11:00 ～

こどもうた
コンサート

（仙台高専筝曲部）

4（金）日・5（土）日
中ホールホワイエ
12:00 ～

4（金）日・5（土）日

出演：若獅子会

邦楽お囃子
ライブ

中ホール
13:00～

4（金）日・5（土）日
和　室

①10：30～ ②11：30～

名取
むかしばなし講師：市山 松扇

 市山 幸／若柳 元秀

日本舞踊たいけん

演劇練習室
①4日14：00～ ②5日11:00～
 ③5日14:00～

4（金）日・5（土）日
参加者募集中!!
〈 要申込制 〉
詳しくはお問い合せ

ください!


