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　最も寒さが厳しくなる2月ですが、名取市文化会館ではまだまだ今年度の
催しが目白押し！独演会、寄席、お笑いライブでたくさん笑って心から温まっ
てみてはいかがですか？良い席はお早めに！

今の時期は、チューリップの球根が土の中で次の春を今か今かと待ちわびて
います。会館にいらした方の心に花を咲かせるようなロータリーを目指して
おります。4月頃の開花をお楽しみに♪チューリップの他にもかわいいお花を
植える予定です。※写真は球根の植込みを行った11月のものです。（K.T）

来年、2020年3月2日（月）～6日（金）
の5日間、停電を伴う電気設備工事実施のため、
全館休館いたします。

当該期間は、受付業務も含めすべての施設が利用いた
だけません。ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけい
たします。何卒、ご理解とご協力の程、よろしくお願いい
たします。

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(^^)/

文化会館の各ホール・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、ご利用くださいませ。
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
● 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

「素敵な西口ロータリーの花壇」

2019年2月から利用申請いただける施設
【ホール】2020年2月利用分まで　【練習室・会議室等】2019年5月利用分まで　2019年3月の施設利用抽選会は、3月1日（金）です。

※2019年4月の抽選会は、4月1日（月）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

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。

■ 仙台空港アクセス線「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】仙台空港アクセス線

ホテルルートイン
大手町大手町

旧
国
道
4
号

旧
国
道
4
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休館日 2月5日(火）・19日（火） 保守点検日 2月4日（月）・6日（水）・7日（木）・12日（火）・26日（火）

2020年3月の休館日に関する
重要なお知らせ

■ お弁当　■ 店内貸切パーティー
■ 名取市文化会館小ホールへのケータリング
■ 会議等のドリンクケータリング

ご予約
承ります!

Café
  Smile
・ カフェ スマイ

ル

 ・

鬼は外！福は内！節分　
ちょっと一息、cafesmile

マイルドなsmileブレンドコーヒーと、ケーキで寛いでみては！
人気の「笑糀（わらこう）」バナナ味、お目見えしてます。

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。

●カッティングボード
…… ￥2,700～（税込）

●Smile
　ブレンドコーヒー
…………￥400（税込）

●笑糀 ブルーベリー
　（豆乳甘酒）
…………￥550（税込）

店内には、木のぬくもり！感じる
カトラリが展示してあります。



・この広さでオーケストラの演奏を聴くの

は初めてでした。それぞれの音を聴くこ

とが出来ました。谷川さんの詩が好きな

のでとても良かったです。

・最初にヴァイオリンの音色に感動。動物

の表現、セリフを入れ込んだ演奏に楽し

めました。はじめてのグラスハープ、すて

きな音色でした。

・楽しいコンサートでした。

グラスハープきれいな音

色でしたね～♪

 もっと聴きたかったです。

・グラスハープ、語りながらの

演奏、趣向が凝らしてあり大

変楽しめる内容だった。

・あげひばり、神谷さんの

ソロ、いい音色でした。

平成30年11月8日（木）
「名取市市制施行60周年記念事業 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」を開催しました。

※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。2月催し物スケジュール

お客様の声

主 催 事 業

名取市市制施行60周年記念

2回目
残席
わずか

共 催 事 業

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／ローソンチケット（Lコード：22081）

主　催 名取市／TBC東北放送

主催・お問合せ 名取こどもミュージカル実行委員会　090-4319-6451（斉藤）　

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。

笑いイチ in なとり1回目
完売

テレビ番組でもお馴染みの林家たい平。落語においても明るく元気な林家伝
統のサービス精神を受け継ぎながらも、古典落語の伝承に力を注いでいます。
たい平ワールドと呼ばれる落語をお楽しみに！

今年は5年に1度の市民ミュージカル。53名の名取こどもミュージカルメンバーに、
一般市民からの出演者を加えて盛大な舞台を創り上げます。
小さな少年におきた、大きな奇跡の物語をどうぞお楽しみください。

出　演 林家 たい平　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）／1,500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）

チケット 全席自由　シーパイン友の会／3,000円　一般／3,500円　学生（大学生以下）／1,500円
※未就学児入場不可　※学生席は名取市文化会館窓口にてお求めください。（要・学生証）

好評
発売中 林家たい平 独演会

好評
発売中

新・名取寄席 part6@文化会館

女流講談師・神田鯉栄の“男前講談”

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：490-122）
ローソンチケット（Lコード：21677）

出　演 名取こどもミュージカル　他

チケット 全席自由　一般前売／2,000円（当日2,500円）　学生（中学生以下）／500円（前売・当日とも）
※3歳以上有料、2歳以下ひざ上鑑賞無料。

プレイガイド 名取市文化会館／ファミリーマート／e+（イープラス）

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／e+（イープラス）
チケットぴあ（Pコード：490-970）／ローソンチケット（Lコード：21387）

林家たい平 独演会 中ホール
14:00 start（13:30 open）24日（日）

ブラスアンサンブル“ブリタニア”
第14回演奏会 入場無料中ホール

14:00 start（13:30 open）

中ホール

アフタヌーン公演、ナイト公演の開場（ 時間は主催者までお問合せください ）

モーニング公演 11:00 start
 （10:45 open）
アフタヌーン公演 14:00 start
ナイト公演 17:00 start

開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

「なおかつフォトエッセイ 10周年記念個展」
高舘山の小さな生き物達

文化の祭典2019 仙台青年文化祭
～届け僕らの“USA”～ 入場無料

入場無料

宮城県教育委員会
022-275-9257
（仙台教育事務所 生涯学習担当）

佐藤勝彦・直子
（なおかつフォトエッセイ）
022-386-3510（図面工房なおや）

一般社団法人 ブラームスホール協会
春待ちコンサート実行委員会
03-6902-2678

みやぎ化学物質過敏症の会
～ぴゅあい～
022-702-7969

入場無料
※要整理券（当日受付でも配布）

ブラスアンサンブル“ブリタニア”
090-7074-3101（高橋）

島村楽器株式会社
022-381-1922

名取市文化会館
022-384-8900

展示ギャラリー
10:00～16:00

中ホール
10:00 start（9:30 open）

La Festa Nova 2019
～新たな発見のある音楽ステージ～

9日（土）～
17日（日）

10日（日）

3日（日）

はぎのさんちの春待ちコンサート vol.4 入場無料
※要整理券（電話にて受付中）

中ホール
14:00 start（13:30 open）

小ホール
13:00 start（12:00 open）

名取市生涯学習グループ自主企画講座
化学物質過敏症講演会

尚絅学院大学生涯学習センター
第8回発表会23日（土）

尚絅学院大学
エクステンションセンター
022-381-1490

中ホール
13:00 start（12:30 open） 入場無料

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）／1,500円
※未就学児入場不可　

10日（日）

11日（月・祝）

16日（土）・
17日（日）

入場無料 名取市教育研究会書写部会
022-382-3033

小ホール
20日（水）12:30～16:30
21日（木）  9:00～16:30
22日（金）  9:00～16:00

名取市小・中学校書きぞめ展20日（水）～
22日（金）

仙台高専建築デザイン学科
022-381-0299入場無料小ホール

9:30 start（9:20 open）仙台高専建築デザイン学科 卒業設計展23日（土）

フォーデイズ株式会社
022-371-0371フォーデイズ(株)核酸と栄養セミナー 小ホール

13:30 start（12:40 open） 入場無料25日（月）

入場無料

33/ 日

大ホール

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

242/
日

中ホール

14：00 start
（13:30 open）

163/
土

小ホール

14：00 start
（13:30 open）

昨年part5での大好評にお応えして、女流講談師・神田鯉栄 再登場！
講談という話芸の面白さ、楽しさ、カッコ良さを余すことなくお伝えします！
新・名取寄席名物“異ジャンルコラボレーション”。今回は若手邦楽囃子集団・若獅子会。
講談と邦楽囃子が織りなす新しい世界をご堪能ください。

New! 名取こどもミュージカル「big the musical」

出　演 講談：神田 鯉栄
邦楽囃子：若獅子会メンバー（藤舎 呂凰／望月 左太寿郎／鳳聲 晴久）

かんだ     りえい

とうしゃ     ろおう ほうせい　 はるひさもちづき       さたとしろう

名取で

お会いしまし
ょう!

落語よりも歴史が古いと言われる講談。歴史上の出来事や人物像を描き出す「言葉のパワー」は圧倒
的で、聴いた人の脳裏に絵が浮かんできます。日本には私たちの「想像力」を思い切り刺激してくれる
数々の語り芸がありますが、講談は「物語を読む芸」と言われています。単なる朗読とは異なり、七五調を
基調にした日本語のリズムを活かした独特の調子と、小気味よく張り扇で釈台を叩きつつ物語を描き出
します。｢講釈師見てきたような嘘をつき｣などと言われてきましたが、どんな荒唐無稽な話でもまるで事実
のように思わせてしまう…それが講談の魅力と魔力なのです。明治以降、講談が一世を風靡した時代が
あり、講談が描いた様々な物語を「講談本」として売り出しました。その出版社こそ今の講談社なのです。

【講談って？】【講談って？】

講談（読む）＝釈台・張扇を使用／歴史上の事件や偉人伝などが主な題材
落語（噺す）＝扇子・手拭を使用／滑稽な内容が中心で終わりにオチ（サゲ）がある
浄瑠璃（語る）＝三味線を伴奏に太夫と言われるナレーターが物語を語る

★語り芸の違い

23・3/
土 24 日

大ホール

14:00 start
（13:30 open）


