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催し物スケジュール
職員に聞く! 文化会館の好きな風景
教えて文化会館
café smile 今月のおすすめメニュー
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いつも、ご来店ありがとうございます！暑い夏の到来です!!
心も体も健康に!「飲む点滴」「飲む美容液」

「笑糀（わらこう）」…甘糀!で暑い夏を乗り切りましょう(^^)/
カフェでは、新しいメニュ～がお目見えしております!
甘糀には、色々な栄養素が含まれております。

健康なお肌、腸内環境を作るお手伝いをいたします。　　
ノンアルコールですので、妊娠中のお母様や
小さなお子様にも是非おすすめです。

お気軽にお問合せくださいませ！

・コーヒー
・アイスコーヒー
・アイスティー
・オレンジ
・コーラ
・ウーロン茶……各￥300（税込）

笑糀の色々なバリエーションでご用意しております。

●笑糀（プレーン）……………… ￥500（税込）
●笑糀（ストロベリー）………… ￥600（税込）
●笑糀（ブルーベリー）………… ￥600（税込）
●笑糀フロート（バニラ）……… ￥700（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

休館日 7月3日(火）・17日（火） 保守点検日 7月10日（火）・24日（火）・31日（火）

2018年7月から利用申請いただける施設
【ホール】2019年7月利用分まで　【練習室・会議室等】2018年10月利用分まで　8月の施設利用抽選会は、8月１日（水）です。

※2018年9月の抽選会は、9月１日（土）になります。

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

編集
後記

　6月が過ぎ、生活も少し安定してリズムが整ってきた時期ではないでしょ
うか。夏から秋に向けて、名取市文化会館では皆さんの心を揺さぶる催し
が目白押し！芸術に触れて、感性を刺激してみませんか？？

　受付窓口から大ホールへ続く通路に接している中庭には、シラカシの木や
オブジェが立ち、事務室からもまるで天窓の様に外の様子が伺えます。
　小さな空間ですが、シラカシの木には時折鳥が羽を休めに来たり、冬には
雪が積もったりと、日によって表情を変える様子は心が癒されます（Y.S）

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。

文化会館の好きな風景
職員に聞く!

● 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）
● 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

【 現在、設置していただいている店舗 】

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!

イベントインフォメーション

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

？？？？教えて文化会館

「中 庭」

Ｑ. 仙台から電車で行く場合、
　　　　　 最寄り駅はどこですか？

名取市文化会館に一番近いのは仙台空港アクセス線
の「杜せきのした駅」です。会館から徒歩7分の距離に

あります。また、徒歩15分～20分の距離に名取駅があります。
名取駅は東北本線や常磐線など電車の本数が多いので、名取
駅をご利用されるお客様も多くいらっしゃいます。

A. 

Drink
ケータリング致します!!

今月のおすすめメニュー ※ランチ・ケーキは日替りでメニューが変わります。

～豆乳あまさけ～

「笑糀（わらこう）」



開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

混声合唱団「せせらぎ」 第9回定期演奏会 全席自由　500円 混声合唱団「せせらぎ」
022-384-3896

中ホール
14:00 start（13:30 open）

ハンドメイドイベント
ぬくもりアパートメント 入場無料 ぬくもりアパートメント

natumiko111401@ezweb.ne.jp
小ホール

10:30～15:00

名取市市制施行60周年記念事業
ライブ&落語「60の底力」

全席自由
1,500円（ワンドリンク付）

60の底力プロジェクト
090-7668-7824（武田）

小ホール
18:30 start（18:00 open）

1日（日）

1日（日） 親子広場2018 入場無料（要事前申込）
春ウイメンズクリニック
022-302-3188
申込URL:http://www.haru-wc.jp/

小ホール
10:30 start（10:00 open）

おやこであそぼうなとりっこ'18 入場無料
名取市子育て支援ネットワーク委員会
022-724-7118
（名取市健康福祉部こども支援課）

小ホール
10:00 open・start

平成30年度
「第39回少年の主張仙台地区大会」 入場無料

仙台地区青少年育成市町村民会議協議会
022-724-7119
（名取市健康福祉部こども支援課）

中ホール
13:30 start（13:00 open）

名取市市制施行60周年記念事業
なとり子育てフェスタ

Art for Kids＠なとり　わくわく楽しい音楽会
バロックンロール 夏フェス 2018

全席自由・入場無料（要事前申込）
※チケットの申込は市HP、
　広報なとりをご覧ください。

名取市健康福祉部こども支援課
022-724-7118

大ホール
14:00 start（13:00 open）

フォーデイズ栄養セミナー 入場無料 フォーデイズ(株)
022-371-0371

小ホール
13:30 start（12:30 open）

いきいき倶楽部
第12回 夏祭り 入場無料 いきいき倶楽部

090-1061-8991
中ホール

13:00 start（12:30 open）

仙台三桜高等学校音楽部
第60回定期演奏会 入場無料 仙台三桜高等学校音楽部

022-248-0158
大ホール

17:00 start（16:30 open）

第3回仙台西高等学校合唱部
定期演奏会 入場無料 仙台西高等学校合唱部

022-244-6151
中ホール

13:30 start（13:00 open）

2018 Durerピアノコンサート（発表会） 入場無料 Durer（デュレ）
090-4042-6574

中ホール
13:00 start（12:40 open）

3D立体映像上映会 入場無料 宮城県民共済生活協同組合
022-374-4588

中ホール
13:00 start（12:30 open）

ピアノ教室マトリョーシカ発表会 入場無料 ピアノ教室マトリョーシカ
022-386-9006

中ホール
9:30 start（9:15 open）

開院30周年記念 健康セミナー 入場無料（要事前申込） アルファ整体院
022-281-9612

小ホール
10:30 start（10:00 open）

全席自由　一般／500円
中学生以下／無料（要整理券）

※5歳以上入場可

名取市文化会館
022-384-8900

中ホール
14:00 start（13:30 open）

仙台三桜高等学校演劇部
全国大会出場壮行公演 「宇宙の子供たち」 入場無料

宮三女・仙台三桜高等学校同窓会
仙台三桜高等学校演劇部
022-248-0158（仙台三桜高等学校 伊藤）

大ホール
18:30 start（18:00 open）

7日（土）

13日（金）

14日（土）

15日（日）

16日（月・祝）

16日（月・祝）

19日（木）

21日（土）

22日（日）

22日（日）

25日（水）

25日（水）

29日（日）

29日（日）

29日（日）

主 催 事 業

出　演 西沢 澄博（オーボエ）／西本 幸弘（ヴァイオリン）／小池 まどか（ヴァイオリン）
飯 顕（ヴィオラ）／三宅 進（チェロ）／名和 俊（コントラバス）／梅津 樹子（チェンバロ）

曲　目 池辺 晋一郎：ビートルズ・オン・バロックより／J.S.バッハ：ヴァイオリンとオーボエのための協奏曲 二短調BWV1060
ビーバー：「ナイチンゲール」「かっこう」「蛙」「めんどり」「おんどり」「猫」他（描写的なソナタより）
ヴィヴァルディ：『夏』（『和声と創意への試み』「四季」より）
ヘンデル：オラトリオ『ソロモン』より「シバの女王の入城」／パッヘルベル：カノン　他

チケット 全席自由　一般／500円　中学生以下／無料（要整理券）　※5歳以上入場可

プレイガイド 名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ

名取市内の小学校でアウトリーチコンサートを行った演奏家がお届けするファミリー
コンサート。バッハやヘンデル、ヴィヴァルディの時代、400年も昔だけれど実はとっ
ても新しい！まるでロックンロールのようにわくわくする、仙台フィルメンバーによる
バロックンロール夏フェスをどうぞお楽しみに！！

国内外で活躍する指揮者・山田和樹氏が名取に登場。自身が音楽監督を務めるプロの合唱団・東京混声合唱
団と共に世界各国の国歌、そして第2の国歌のように親しまれている愛唱歌＝"アンセム"を披露します。
合唱曲として幅広く歌われている名曲や市内中学校合唱部との共演ステージをお楽しみください。

名取市文化会館×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
Art for Kids@なとり わくわく楽しい音楽会
バロックンロール 夏フェス 2018

※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。7月催し物スケジュール

167/
祝
月

中ホール

14：00 start
（13:30 open）

企画制作：HAL PLANNING

好評
発売中

好評
発売中

出　演 山田 和樹（指揮）／津田 裕也（ピアノ）／東京混声合唱団
共演：名取市立第一中学校 合唱部

曲　目 大地讃頌  （作詞 大木惇夫　作曲 佐藤眞）／心の瞳  （作詞 荒木とよひさ　作曲 三木たかし　編曲 加藤昌則）
カナダ・ブラジル・オーストラリア国歌／虹  （作詞・作曲 森山直太朗・御徒町凧　編曲 信長貴富）　他

主催：TBC東北放送

チケット 全席指定　シーパイン友の会／3,000円　一般／3,500円　学生（大学生以下）／1,000円
※未就学児入場不可

プレイガイド 名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／チケットぴあ（Pコード:117-108）
ローソンチケット（Lコード:22080）／藤崎／仙台三越／e＋（イープラス）

山田和樹指揮 東京混声合唱団 名取特別演奏会179/
祝
月

大ホール

15：00 start
（14:15 open）

実は木管楽器との縁が深い地中海に面した国々。そんな地中海に近い国の楽曲
を中心に、演奏家がお話を交えながら木管五重奏の演奏とともにお届けします。

出　演 水野 一英（構成・ファゴット）／芦澤 曉男（フルート）
西沢 澄博（オーボエ）／下路 詞子（クラリネット）／須田 一之（ホルン）

曲　目 ビゼー：歌劇『カルメン』より
シュトラウス：エジプト行進曲　他

チケット 全席自由　シーパイン友の会／1,200円
 一般／1,500円　※未就学児入場不可

チケット発売日 シーパイン友の会／7月7日（土） 9:00～
 一般／7月14日（土）10:00～

プレイガイド 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／チケットぴあ（Pコード：119-576）
ローソンチケット（Lコード：22205）／e+（イープラス）

1410/
日

小ホール

14：00 start
（13:30 open）

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
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New!

芦澤 曉男水野 一英 須田 一之下路 詞子西沢 澄博

シーパイン友の会／3,500円
 一般／4,500円

セット券 名取市文化会館
ローソンチケット（Lコード：21491）

プレイガイド

2つの公演がセットになったお得なチケットをご用意しました。セット券のご案内

共 催 事 業

出　演 藤原 竜也／椎名 桔平
安蘭けい／横田 栄司／吉本菜穂子／渡辺 哲

チケット 全席指定　シーパイン友の会／9,500円
 一般／9,800円　※未就学児入場不可

チケット発売日 [追加公演分のみ] シーパイン友の会／6月30日（土） 9:00～
  一般／7月7日（土）10:00～

プレイガイド 名取市文化会館／チケットぴあ（Ｐコード：485-596）
仙台放送オンラインチケット

主催・お問合せ 仙台放送　022-268-2174（平日9:30～17:30）

予定していた2公演が完売のため、急遽追加公演が決定！
アカデミー賞主要４部門を受賞した名作を舞台化。
今まで他人同然で生きてきた“自閉症の兄”と“自由奔放
な弟”。出会いによって変化してゆく、それぞれの人生を描
くヒューマンドラマ。

和太鼓コンテスト北日本一決定戦!!
皆様の投票で優勝が決定します!!

舞台 「レインマン」188/
土19日・

出　演 組太鼓一般の部／組太鼓ジュニアの部／大太鼓の部
地元太鼓団体
特別ゲスト：SAMURAI APARTMENT

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

プレイガイド 名取市文化会館
チケットぴあ（Ｐコード：120-049）
日本太鼓協会（048-543-1677）
すわんど（048-600-3033）

主催・お問合せ 一般財団法人日本太鼓協会　048-543-1677

大ホール

169/
日

大ホール

13：00 start
（12:30 open）

追加公演決定 !!

18日（土） 18:00 start（17:30 open）（完売）
19日（日） 13:00 start（12:30 open）（完売）

追加公演
18日（土）13:00 start（12:30 open）

好評
発売中太鼓祭inなとり
第六回北日本大会

名取市市制施行60周年記念事業

動物をモチーフにした多くの楽曲の中から、名取ならではの選りすぐりの曲をお届け
する動物たちの音楽会。谷川俊太郎さんの詞の朗読とともに、動物たちが繰り広げる
音楽の世界を中ホールの芳醇な響きでご堪能ください。

出　演 平川 範幸（指揮）
仙台フィルハーモニー管弦楽団　他

曲　目 ベリオ：Opus No.Zoo 作品番号獣番
ヴォーン・ウィリアムズ：揚げひばり
サン＝サーンス：動物の謝肉祭　他

チケット 全席指定　シーパイン友の会／3,000円　一般／3,500円
学生（大学生以下）／1,000円　※未就学児入場不可

チケット発売日 シーパイン友の会／7月7日（土） 9:00～　一般／7月14日（土）10:00～

プレイガイド 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
チケットぴあ（Pコード：119-577）／ローソンチケット（Lコード：22235）
e+（イープラス）　　　

811/
木

中ホール

19:15 start
（18:30 open）

なとりミュージックガーデン
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

New!

企画制作：HAL PLANNING企画制作：HAL PLANNING

仙台フィルメンバーが贈る
大人のための音楽鑑賞教室

10/14
（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

11/８
（木）

名取市市制施行60周年記念事業


