
【 主催事業 】
名取市文化会館　避難訓練寄席
～ドラゴンクエストの世界～
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁
小学校音楽アウトリーチレポート

【 共催事業 】
第71回全日本合唱コンクール宮城県大会
チケットのご案内
「響け！復興へのハーモニー ～つながる未来～ in名取」
岩手・宮城・福島・沖縄の子どもたちによる
合同オーケストラコンサート Vol.4
太鼓祭in宮城 第七回北日本大会

催し物スケジュール
文化会館よもやまばなし
café smile 今月のおすすめメニュー

TOPICS

8月号2019 .

　皆様、季節の移ろいは何で感じ
ますか？気温、日の長さ、空の高
さ、草木の様子…などなど、人そ
れぞれかとは思います。今回は、
文化会館西側にあるロータリー
の花壇で感じられる季節の移ろ
いの一部をご紹介いたします。
　本格的な冬を迎える少し前、昨年11月に植付けをしたチュー
リップの球根から見事に開花し、会館の玄関を彩ったのは4月の
ことでした。花の命は儚いもので、5月には花弁が散り、茎と葉だ
けになった花壇は一見寂しくなったかのように見えました。しか
し、地中では球根たちが確実に成長していたのです。満を持して
先月堀上げを行ったところ、それは立派な球根たちが土の中か
ら現れました。次の植付けの時期まで球根は眠ります。
　現在はサルビアとマリーゴールドが花盛りを迎えているロー
タリーの花壇、狭い一角ではありますが、会館にお越しの際は、
こんな物語があるのだなぁと思っていただければ幸いです。

●Smileブレンドコーヒー
………… ￥500（税込）

いつも、ご来店ありがとうございます。
暑い日が続きますね。水分補給と体力づくり！

健康を保ちましょう！
冷たい飲み物・スイーツが揃ってます。
癒しの空間へ　どうぞ寛ぎください！

café smile 営業時間 11:00～15:00
 火曜、第1・第3水曜定休／TEL 080-3326-6016

編集
後記

今月号では「チケットのご案内」として会館窓口にて販売中の公演をご案
内いたしました。会館の主催・共催事業以外にも年間を通して様々な催し
物が開催されております。中には無料で鑑賞できる公演もありますので、
思い立ったら吉日、文化会館に遊びに来てみてはいかがでしょうか？

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。

● 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
● ボンヌ・ジュルネ名取本店

【 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

2019年8月から利用申請いただける施設
【ホール】2020年8月利用分まで　【練習室・会議室等】2019年11月利用分まで　2019年9月の施設利用抽選会は、9月1日（日）です。

※2019年10月の抽選会は、10月1日（火）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 8月6日(火）・20日（火） 保守点検日 8月5日（月）・7日（水）・13日（火）・27日（火）

AM１１：００～PM３：００
なお、営業時間内外での、
貸切パーティー・イベントお弁当ご予約・
ケータリング等は、今まで通り行います！

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。

●笑糀（わらこう）
……… 各￥550（税込）

●ストロベリーアイス
…………￥500（税込）

よもやまばなし      
文化会館

Smileブレンドコーヒー豆
  ……… 100ｇ ￥650（税込）

美容と健康に！豆乳甘酒

Café
  Smile
・ カフェ スマイ

ル

 ・

2019年 10月

休館日変更のお知らせ
2019年10月1日（火）は第1火曜日となっておりますが、開館いたします。
また、施設予約抽選会も同日に行います。10月の休館日は2日（水）、15日（火）となります。
お間違えのないようよろしくお願いいたします。

～施設管理係Tのロータリーだより～

営業時間
変更になりました。



開催日 催事名 会場・時間 入　場 主催・お問合せ

申込
受付中

曲　目 すぎやまこういち：交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁

チケット発売日 シーパイン友の会／8月3日（土） 9：00～　一般／8月10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）

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（芸術銀河2019共催事業）

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
山響チケットサービス／藤崎／仙台三越／チケットぴあ（Pコード：152-017）
ローソンチケット（Lコード：22564）／e+（イープラス）

10月～11月に開催される全国大会へ向けた地区予選大会。

第71回全日本合唱コンクール宮城県大会

チケット 全席自由
一般／1,000円
高校生以下／500円　※当日券のみ

日　時 2019年8月18日（日）　14:00 start（13:30 open）

会　場 大ホール

チケット 全席自由　一般／1,000円　学生（高校生以下）／無料　※未就学児入場可

プレイガイド 名取市文化会館／仙台三越／藤崎／(株)ヤマハミュージックリテイリング仙台店／
カワイ仙台／銀座山野楽器仙台店2F弦楽器フロア／サンリツ楽器仙台店

主催・お問合せ 琉球フィルハーモニック事務局　080-6497-8049

主催・お問合せ 宮城県合唱連盟　090-2957-2975

「響け！復興へのハーモニーin名取 ～つながる未来～」
岩手・宮城・福島・沖縄の子どもたちによる
合同オーケストラコンサートVol.4

全席自由
一般／1,000円

高校生以下無料（整理券なし）

一般社団法人
琉球フィルハーモニック
080-6497-8049

大ホール
14:00 start（13:30 open）18日（日）

核酸栄養セミナー 入場無料 フォーデイズ(株)
022-371-0371

小ホール
13:30 start（12:30 open）26日（月）

共同写真展
～お気に入り展～ 入場無料 中澤弥咲

090-2973-7897

展示ギャラリー
10:00～17:00

※26日（月）は13:00～17:00
※9月2日（月）は10:00～13:00

26日（月）
～9月2日（月）

子供アニメ映画会
全席自由

900円（当日券のみ）
※2歳以上入場可

エイコウシャ
080-8431-3889

中ホール
①10:30 start（10:00 open）
②14:00 start（13:30 open）

23日（金）

第71回
全日本合唱コンクール宮城県大会

全席自由
一般／1,000円

高校生以下／500円
※当日券のみ

宮城県合唱連盟
090-2957-2975

大ホール
24日（土） 高等学校部門
 13:00 start（12:30 open） 
25日（日） 小学校部門
 中学校部門
 大学職場一般部門
 10:00 start（9:30 open） 

24日（土）
・25日（日）

出　演 佐々木 新平（指揮）／山形交響楽団

チケット 入場無料（要事前申込み）　全席自由　定員400名（先着）

公演の流れ 第1部スタート 

▲

 地震発生・避難 

▲

 避難完了 

▲

 第2部スタート

～ドラゴンクエストの世界～
すぎやまこういち 交響組曲「ドラゴンクエストⅤ」天空の花嫁

国民的テレビゲームソフトシリーズであり、今年8月に映画化される人気作「ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁」の
劇中音楽を、フルオーケストラによる演奏でお届けします。

311/
祝
日

大ホール

16：00 start
（15:15 open）

名取市文化会館　避難訓練寄席
もしもホールで鑑賞中に地震や火災が発生したら…。
公演本番中に、地震が発生したという想定で会場のお客様にも参加していただく避難訓練を
組み込んだ寄席公演です。訓練終了後は、ホールに戻り引き続き公演をお楽しみいただきま
す。いざという時のために、災害時の心構えと行動について一緒に考えてみませんか？

279/
金

中ホール

14：00 start
（13:30 open）
※15:30終演予定

主 催 事 業 共 催 事 業

©Kazuhiko Suzuki

山形交響楽団佐々木 新平

六華亭遊花

※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。8月催し物スケジュール

248/ ・土 25日

大ホール

24日（土） 高等学校部門
13:00 start（12:30 open）
25日（日） 小学校部門・中学校部門
 大学職場一般部門
10:00 start（9:30 open）

●所定のお申込書に必要事項をご記入の上、直接窓口へお持ち込みいただくか、FAX、郵送にてご応募くださ
い。なお、申込書は文化会館ホームページよりダウンロードいただけます。
●電話・FAX・メール・はがきで、下記①～⑤の内容をお知らせの上、ご応募ください。
　①氏名（複数人申込みの場合は代表者氏名）　②参加人数※1度のお申込みで4名まで応募可能です。
　③電話番号　④住所、郵便番号　⑤避難の際、係員のお手伝いが必要な方は、具体的にお知らせください。
●お申込みいただいた代表者の方に、入場券をお送りいたします。
　※ご提出いただいた個人情報は当公演に関してのご連絡以外には使用いたしません。

〈申込み方法〉

名取市文化会館　避難訓練寄席係（第1・3火曜日を除く9:00～18:00）
TEL：022-384-8900　FAX：022-384-6684　mail：ticket@natori.or.jp
H P：http://bunka.natori.or.jp/　〒981-1224　名取市増田字柳田520番地

〈申込み先〉

〈募集期間〉 7月22日（月）～8月31日（土）

〇避難の際、建物内の階段を下りていただきます。動きやすい服装でお越しください。
〇避難の際、係員のお手伝いが必要な場合はお申込みの際にお伝えください。

〈 お 願 い 〉

出　演 六華亭遊花／若葉舞
ろっ     か     てい    ゆう     か

小 学 校 音 楽 ア ウ ト リ ー チ レ ポ ー ト
名取市内の小学校全11校の4年生を対象とした音楽アウトリーチコンサートを行いました。演奏のほかにも楽器や作
曲家についての豆知識など、音楽について幅広く知ることのできるコンサートとなり、子どもたちは普段の教室の中
で間近で聴くプロの演奏に真剣に聴きいっていました。さらにリズム体験やクイズなどもあり、身体全体で音楽を感じ
ることのできる盛りだくさんの内容でした。

チケットの
ご案内

「響け！復興へのハーモニー
  ～つながる未来～ in名取」
岩手・宮城・福島・沖縄の子どもたちによる合同オーケストラコンサート Vol.4

日　時 2019年9月29日（日）　13:00 start（12:30 open）

会　場 大ホール

チケット 全席指定　S席／1,500円　A席／1,100円

プレイガイド 名取市文化会館／日本太鼓協会／すわんど／チケットぴあ（Pコード：156-590）

主催・お問合せ 毎日新聞社／（一財）日本太鼓協会　048-543-1677（日本太鼓協会）

太鼓祭in宮城 第七回北日本大会


