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お雛祭りの季節　３月
Cafesmileでは、名取で採れたイチゴ

「さちのか」　を使ったスイーツが、お目見えしております。
香り豊かな、甘い苺！がふんだんに使われております。
お友達とお仲間と、ちょっと一息！ぜひご来店ください！

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

編集
後記

　あっという間に、年度末になりました。春の訪れが待ち遠しい今日この頃
ですね。3月号は毎年シーパイン友の会のお知らせを掲載しています。是
非、新年度会員登録をしていただき、名取市文化会館のお得意様になってい
ただければ幸いです！

多くのお客様が行きかうスロープ。これから始まるステージに思いを寄せ
て、心弾ませながらホールに向かう人。終演後は見てきたステージの余韻
に浸りながら家路につく人。行きも帰りもワクワク・ドキドキしていただけ
るような企画をたくさんご用意してお待ちしております。今年もたくさん文
化会館へ足をお運びください。（A.A）

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
● 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

「メインエントランスへのアプローチ」

2019年3月から利用申請いただける施設
【ホール】2020年3月利用分まで　【練習室・会議室等】2019年6月利用分まで　2019年4月の施設利用抽選会は、4月1日（月）です。

※2019年5月の抽選会は、5月1日（水）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
号

休館日 3月5日(火）・19日（火） 保守点検日 3月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

 ・

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。

●さちのか
　フローズン 豆乳甘酒
………… ￥750（税込）

●さちのか パフェ
…………￥650（税込）

●さちのか 豆乳プリン
…………￥600（税込）

甘糀と豆乳！そして、アイスクリームが
入った贅沢な笑糀（わらこう）



シーパイン友の会のご案内

※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。3月催し物スケジュール

主 催 事 業

名取市市制施行60周年記念

名取市市制施行60周年記念

共 催 事 業

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

名取こどもミュージカルが贈る5年に1度の市民ミュージカル。53名のメンバーに、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 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）

復興まちづくり「事務局」の本領を探り新しいスタートを切る
―復興まちづくり協議会事務局助成 成果総括セッション― 入場無料　※要事前申込小ホール

13:30 start（13:00 open）

開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

卒業・修了演奏会 論文・作品発表会

ママパワーフェスin名取 入場無料
※お子様見守りスペースあり（12:30まで）

入場無料

骨盤調整専門サロン・スクール フロレゾン
080-8219-8918

宮城教育大学音楽科
http://shuonsai.miyakyo-u.ac.jp/top.html
MAIL:shuonsai@shuonsai.miyakyo-u.ac.jp

佐藤貴子
090-6683-1570

名取市文化会館
022-384-8900

(一社)みやぎ連携復興センター
022-748-4550

中ホール
2日（土）13:00 start（12:30 open）
3日（日）12:00 start（11:30 open）

小ホール
10:00～15:00 

2日（土）･
3日（日）

名取市市制施行60周年記念
「big the musical」

全席自由
一般前売／2,000円（当日2,500円）
中学生以下／500円（前売・当日とも）
※3歳以上有料。2歳以下ひざ上観劇無料。

名取こどもミュージカル実行委員会
090-4319-6451（斉藤）

大ホール
14:00 start（13:30 open）

23日（土）・
24日（日）

2日（土）

1日（金）

love and lightフェスティバル 入場無料
※ワークショップのみ有料

小ホール
10:00～16:00

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

名取市市制施行60周年記念
笑いイチ inなとり

3日（日）

4日（月）

東日本大震災名取市追悼式 入場無料大ホール
14:30 start

名取市総務部政策企画課
022-724-714011日（月）

ごちゃまぜ大交流会
みんなで名取に花を咲かせましょう 入場無料小ホール

11:00 start（10:30 open）
名取市サポートセンター どっと．なとり（JOCA）
020-8202-208414日（木）

市民公開講座
「知っておきたい抗がん剤治療」 入場無料　※要聴講券中ホール

13:30 start（13:00 open）
宮城県がん診療連携協議会化学療法部会
022-384-3151（県立がんセンター医事課）16日（土）

新・名取寄席part6@文化会館
女流講談師・神田鯉栄の“男前講談”

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

小ホール
14:00 start（13:30 open）

名取市文化会館
022-384-890016日（土）

フォーデイズ核酸栄養セミナー 入場無料小ホール
13:30 start（12:30 open）

フォーデイズ（株）
022-371-037118日（月）

スプリングコンサート 入場無料大ホール
13:30 start（13:00 open）

名取市立第一中学校 吹奏楽部
022-382-332130日（土）

花柳流花衛会おどり祭 入場無料中ホール
13:00 start（12:30 open）

花柳流花衛会
090-2954-386330日（土）

第11回 高橋利加子ピアノ発表会 入場無料小ホール
13:00 start（12:30 open）

高橋利加子ピアノ教室
022-383-911431日（日）

子供アニメ映画会
全席自由
900円

※2歳以上入場可

中ホール
①10:00 start（ 9:30 open）
②12:00 start（11:45 open）
③14:00 start（13:45 open）

エイコウシャ
080-8431-388917日（日）

※チケットは完売いたしました

33/ 日

大ホール

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

「big the musical」

平成31年1月20日（日）

「石川綾子ジャンルレスヴァイオリンコンサートin宮城」を開催しました。お客様の声

23・3/
土 24 日

大ホール

14:00 start
（13:30 open）

・石川綾子さんの選曲がすばらしい。迫力いっぱい

のコンサート楽しめた！

・YouTubeでしか聴いたことがなく、

生で聴けて感動しました。

・TVで石川綾子さんを知って県内でLIVE

があれば聴きたいと思っていたので、

感激しました。

・生千本桜ヤバイ！！

・千本桜が良かったです。

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。
会員の募集は、随時おこなっております。ぜひご入会いただき、心豊かなひとときをお楽しみください。

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）
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。

■チケットの優先予約 ■チケット郵送サービス 
■チケット割引サービス ■公演情報の郵送サービス ※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。

会員特典

平成30年度友の会会員期間は平成31年3月31日までとなります。登録は自動更新となりますので、退
会を希望される方は事務局に必ず3月31日までにご連絡いただくか、会館窓口へお越しください。
※最近、郵便物が返送されるケースが増えております。登録されたご住所等に変更があった場合は、事務局までお知らせください。

現会員のみなさまへ
重要なお知らせ

完売御礼!!

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

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／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）

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。

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

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

ゴールデンウィーク
イベント企画中!！

毎年恒例のゴールデンウィークイベントを
今年も企画中！！
前回に引き続き、「にっぽんの文化」をテーマに
会館中を子どもたちの遊び場に大変身させます。
ゴールデンウィークは文化会館で一緒に遊ぼう!!
来月号で内容を詳しくお届けいたします。
お楽しみに！

2019年 5月3日（金・祝）・4日（土・祝）


