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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
café smile 今月のおすすめメニュー

TOPICS

10月号2018 .

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

編集
後記

　日に日に気温も下がり、聞こえてくる秋の足音も、どんどん大きくなっている
ように感じます。会館周りのたくさんの街路樹が綺麗に色づくのが今から楽し
みです。芸術の秋を、どうぞ名取市文化会館でたっぷりとお楽しみください。

　会館南側に広がる波の庭。お天気のいい日には近隣の保育園の子供た
ちがお散歩の途中で遊んでいたり、小学生が鬼ごっこなどをしていたり、
犬を散歩させたりする光景が見られます。お気に入りの本を持って、太
陽の日差しを浴びながらベンチでゆっくりするのもいいですね。会館にお
越しの際に一度足を運んでみてはいかがでしょう。（A.A）

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

「波の庭」

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。

●smile ブレンドコーヒー
…………￥400（税込）

●笑糀 豆乳甘酒 プレーン
…………￥550（税込）

●シフォンケーキ
…………￥400（税込）

いつもご来店ありがとうございます！
スポーツの秋・読書の秋・食欲の秋
暑かった夏　心も体もリフレッシュ
カフェで寛いでくださいませ！

お弁当のご予約・ドリンクケータリング　どうぞご利用ください。

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10月から利用申請いただける施設
【ホール】2019年10月利用分まで　【練習室・会議室等】2019年1月利用分まで　11月の施設利用抽選会は、11月１日（木）です。

※2018年12月の抽選会は、12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

● 味匠ささ圭
  増田店・本社工場植松店
● 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
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休館日 10月2日(火）・16日（火） 保守点検日 10月9日（火）・23日（火）・30日（火）

Café
  Smile
・ カフェ スマイ

ル

 ・

平成30年10月31日まで、利用実態や利用者満足度を把握し

サービスを向上させる参考とするため、利用者向けアンケー

ト調査を実施しています。エン

トランスにアンケート用紙と回

収箱を設置しておりますので、

ご協力をお願いいたします。

利用者アンケートご協力のお願い



宮城県高等学校
文化連盟吹奏楽専門部
022-378-0975
（宮城県泉館山高校・菅野）

第4回みやぎ高校吹奏楽祭 入場無料
（一般席は自由にお座りいただけます）

大ホール
10:30 start（10:00 open）8日（月・祝）

馬場ルリ子
070-6955-6349

ハーモニカ楽団 wind四季
第2回ハーモニカコンサート

中ホール
13:00 start（12:30 open） 入場無料13日（土）

第5回宮城県高等学校 郷土芸能大会 大ホール
9:45 開会式15日（月）

小山真利奈
022-242-9946

まりなバレエスタジオ フェ・エ・リ
2018年「おさらい会」 入場無料大ホール

13:30 start（13:00 open）7日（日）

名取市文化会館
022-384-8900

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

小ホール
14:00 start（13:30 open）

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

14日（日）

開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

名取市ママインターンシップ 入場無料
（要事前申込・定員40名）

入場無料
お子様見守りスペースあり（12:30まで）

名取市
022-724-7146

フォーデイズ株式会社
022-371-0371

骨盤調整専門サロン・スクール
floraison（フロレゾン）
080-8219-8918

入場無料 トロンボーンアンサンブル鈴木組
090-7074-3101（髙橋）

入場無料

宮城県高等学校
文化連盟郷土芸能専門部
022-368-4111
（仙台育英学園高等学校・杉田）

入場無料 名取市文化協会
022-724-7175

郷陽子
090-4552-2311

アルハンブラ・ギターアンサンブル
022-245-0555

名取市老人クラブ連合会
022-384-6669

ルナ・フローラ　パンの花
022-386-5668

ザ・ウィンド・オーケストラ仙台
080-1655-0007（浅野）

小ホール
9:30 start（9:00 open）

トロンボーンアンサンブル鈴木組
第8回演奏会

中ホール
14:00 start（13:30 open）

第4回郷ピアノ教室発表会 小ホール
10:30 start（10:00 open）

3日（水）

4日（木） フォーデイズ核酸と栄養セミナー 入場無料小ホール
13:30 start（12:40 open）

小ホール
10:00～15:00ママパワーフェスin名取

アルハンブラ・ギターアンサンブル
第9回コンサート

第45回名取市老人クラブ芸能大会

ルナ・フローラ
パンの花の仲間とエッチングガラスの仲間

ザ・ウィンド・オーケストラ仙台
第38回定期演奏会

第44回なとり文化芸術祭

中ホール
14:00 start（13:30 open）

大ホール
10:15 start（9:30 open）

展示ギャラリー
10:00～16:00

大ホール
16:00 start（15:30 open）

入場無料

入場無料

入場無料
※一般席は2階（1階はクラブ会員席）

入場無料

全席自由　500円
※小学生以下無料

5日（金）

7日（日）

7日（日）

8日（月・祝）

18日（木）

18日（木）～
23日（火）

20日（土）

島村楽器(株)
022-381-1922島村楽器 仙台エリア合同音楽発表会 中ホール

9:30 start（9:15 open）

全館
9:30～16:00

入場無料20日（土）・
21日（日）

27日（土）・
28日（日）

※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。10月催し物スケジュール

全豪No.1ヴァイオリニスト“デビルズアヤコ”の愛称を持つ石川綾子。
動画配信サイトやテレビ番組で活躍する話題のヴァイオリニストが名取に初登場！！
ジャンルを問わず様々な楽曲をお届けします。

出　演 石川 綾子（ヴァイオリン）／森丘 ヒロキ（ピアノ）

チケット発売日 シーパイン友の会／10月20日（土）9：00～　一般／10月27日（土）10：00～

チケット発売日 名取市文化会館先行発売／10月13日（土）9：00～
　　　　　　　一般発売／10月20日（土）10：00～

チケット 全席指定　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
※未就学児入場不可　※学生席は名取市文化会館にてお求めください。（要・学生証）

曲　目 銀河鉄道999：ゴダイゴ／ゆずれない願い：田村直美／千本桜：黒うさP／リベルタンゴ：ピアソラ
チャルダッシュ：モンティ　他　※都合により曲目が変更になる場合がございます。

主　催 TBC東北放送／公益財団法人宮城県文化振興財団／宮城県

チケット 全席指定
文化会館窓口価格／3,000円（税込）　一般価格／3,120円（税込）
こどもちゃれんじ会員価格／2,880円（税込）
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名につきお子さま1名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）
※こどもちゃれんじ会員価格は「しまじろうコンサート」公式WEBサイトからお申込みいただいた場合のみ

お問合せ しまじろうコンサートお客さま窓口 0120-988-883（通話料無料）
受付時間 9：00～21：00（年末年始を除く）

石川綾子ジャンルレスヴァイオリンコンサートin宮城201/2019
日

中ホール

15：00 start
（14:30 open）

15・12/
土16 日

大ホール

12月15日（土）
①11：00 start（10：30 open）
②13：30 start（13：00 open）
③16：00 start（15：30 open）
12月16日（日）

①10：30 start（10：00 open）
②13：00 start（12：30 open）
③15：30 start（15：00 open）
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New!

しまじろうコンサート サンタのくにの クリスマスキャンドルNew!

プレイガイド 名取市文化会館／「しまじろうコンサート」公式WEBサイト／楽天チケット
e+（イープラス）／チケットぴあ（Pコード：640-411）
ローソンチケット（Lコード：27200）

主 催 事 業

芦澤 曉男水野 一英

須田 一之下路 詞子西沢 澄博

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

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／e+（イープラス）／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）

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

企画制作：HAL PLANNING

名取市市制施行60周年記念事業

名取市市制施行60周年記念事業

動物を題材にした多くの楽曲の中から、選りすぐりの音楽で愉しむ大人の動物園。
谷川俊太郎さんの詩の朗読とともに、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 Number 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

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／e+（イープラス）
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）

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

企画制作：HAL PLANNING

好評
発売中

舟倉 薫（司会・朗読）

平川 範幸（指揮） ピアノデュオ・リブラ

大橋 エリ（グラスハープ）

共 催 事 業

チケット発売日 シーパイン友の会／10月  6日（土）  9：00～
　　　　　　一般／10月21日（日）10：00～

チケット 全席指定　シーパイン友の会／3,500円　一般／4,000円　※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／藤崎／仙台三越／e+（イープラス）
チケットぴあ（Pコード：488-960）／ローソンチケット（Lコード：22081）

主　催 名取市／TBC東北放送

出　演 サンドウィッチマン／永野／カミナリ／ロケット団
わらふぢなるお／ゾフィー／東京ホテイソン
※出演者は予告なく変更になる場合がございます。

33/2019
日

大ホール
①12：30 start（11:45 open）
②16：00 start（15:15 open）

笑いイチ in なとりNew!

販売終了

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／東京エレクトロンホール宮城／藤崎／仙台三越／アニメイト仙台
e+（イープラス）／チケットぴあ（Pコード：126-830）／ローソンチケット（Lコード：22085）

販売終了販売終了


