
毎月第１・３火曜

TEL 022-384-8900　FAX 022-384-6684
URL:http://bunka.natori.or.jp/

●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
●ホテルルートイン名取岩沼インター
●理容モリヤ
●Natu-Lino

現在、設置していただいている店舗

いつも、ご来店ありがとうございます。
鬼は外！福は内！節分┨
ほっと一息、teatime

友達とお仲間とご一緒に、ランチやスイーツで
今月も癒しの空間へお待ちしております。

※ランチ・ケーキは日替わりでメニューが変わります。今月のおすすめメニュー

●スタッフはマスク着用で接客させて頂きます。
●アルコール消毒にご協力お願いします。
●マスク着用で、ご入店ください。
●３密を避ける為、席数を減らしております。　●混雑時は、密にならないように、お席のご案内をさせて頂きます。
●発熱や、呼吸器症状がある方は、ご利用をお控えください。
●過去2週間以内に感染が拡大している国・地域への訪問歴のある方のご利用をお控えください。

新型コロナ感染拡大防止の対策を行っております。

お
知
ら
せ

●店内アルコール除菌を行っております。
●定期的な換気を行っております。

安心安全を保つ為、皆様のご協力をよろしくお願い致します。

営業時間
定 休 日

11：00～15：00　TEL 080-3326-6016
毎週火曜日　第1・3月曜日Cafe Smile

イベントインフォメーション

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！

設 置 店 舗

○お弁当のご予約承ります。(空容器回収致します。) ¥880(税込)～
○各ホールへのドリンクの注文承ります。

会合等のケーキ&ドリンクのご注文、増えております。是非、ご活用ください！

保守点検日は設備の保守点検のため、大中小ホール及び音楽練習室2が利用できません。

※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。

ALL税込価格

 お問合せ  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

交通アクセス  JR「名取駅」より徒歩17分 
　　　　  ／ 仙台空港アクセス線「杜せきのした駅」より徒歩8分
交通アクセス  JR「名取駅」より徒歩17分 
　　　　  ／ 仙台空港アクセス線「杜せきのした駅」より徒歩8分

利用する方が直接会館窓口で申請手続きをお願いします。
申込時に使用料をお支払いいただきます。

大中小ホール
2023年2月は臨時休館のため

申請できません 2022年5月利用分まで
練習室・会議室等

施設の利用申請施設の利用申請

2022年2月から申請できる施設
毎月1日に、予約解禁となる期間の施設予約抽選会を行っています。
朝8:50～9:00の間に予約希望日時の聞き取り、重複した場合は
抽選となります。

施設予約抽選会施設予約抽選会

今後の抽選会スケジュール　
3月…3月2日(水） 4月…4月1日(金）

下記期間、大規模修繕のため臨時休館いたします。
ご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解と
ご協力の程、よろしくお願いいたします。

窓口業務および電話対応は行います。
(9：00～18：00 第1・3火曜日除く）
また、多目的ホール「希望の家」は通常開館いたします。
(9：00～20：00 第1・3火曜日除く）

大規模修繕のための
臨時休館について！ ！

臨時休館期間  
2023(令和5)年

1月4日～2月28日
2ヶ月間

●smileブレンド豆100g／¥680

smile
ブレンドコーヒー

¥550

・白米あま酒
・黒米あま酒
(オーガニックあま酒)

各¥400

新春！✿

2月1日(火)、15日(火)休 館 日 2月2日(水)、3日(木)、8日(火)、22日(火)保守点検日
毎月第１・３火曜 休館日以外の火曜日

ご持参された飲食物の 店内 での飲食は、お断りしております。よろしくお願い致します。

2月の行事といえば「節分」。今年は2月3日（木）ですが、ご家庭
で「豆まき」をする方も多いのではないかと思います。もともと
日本には「散供」（さんぐ）という、穀物をばらまいてお祓いや
お清めをする考えがあり、現在も神社などで「散米」（さんまい）
する光景は見かけるかと思いますが、豆まきには「鬼を打ち払う」

と「豆を投げ与えて恵み、静まってもらう」という2つの意味が込められています。
豆まきの後には年齢に1を加えた数の豆を食べるのが一般的ですが、一般的
に見かける落花生にはタンパク質・炭水化物・脂質に加えビタミンやミネラル
が含まれているバランスの良い食品なので、健康のために習慣的に食べては
いかがでしょうか。
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主 催 事 業

プレイガイド情報

新型コロナウイルス感染症拡大防止対応のため、内容の変更や中止あるいは延期となる場合がございます。

共 催 事 業

整理券、チケット等のお求めは、主催者へお問合せ下さい。
※下記内容は2021年12月21日現在のものです。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い合わせください。

2月 催し物スケジュール
開 催 日 催 事 名 会　場 ・ 時　間 入　場 主　催 ・ お問合せ

今回の新・名取寄席part9は能と講談のコラボレーション。
名取の地に伝わる伝説「名取ノ老女」は復曲能としても再演を重ね、お馴染みとなりました。
老女の伝説をさまざまな角度から楽しく解りやすくお届けします。どうぞお楽しみに！

能と講談で紡ぐ 名取ノ老女能と講談で紡ぐ 名取ノ老女
新・名取寄席 part9@文化会館好評

発売中
26土

2 February

14:00start
13:30 open

小ホール

26土

2 February

14:00start
13:30 open

小ホール

能 ： 鈴木 啓吾／坂 真太郎　講談 ： 神田 織音
ゲスト ： 名取熊野那智神社 宮司 井上 幸太郎
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舘窓口にてお求めください。（要・学生証）
名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／藤崎／
ローソンチケット（Lコード：21982）／チケットぴあ（Pコード：509-650）

出 演

チケット

プレイガイド

2013年、2016年と上演し、各地で好評を得た名作ミュージカルが帰ってくる‼
「Foreve Plaid（フォーエヴァープラッド）」はスチュワート・ロス脚本によるオフ・ブロードウェイミュージカル。
奇跡のハーモーニーグループ＂Forver Plaid＂を演じるのは…初演から変わらぬゴールデンメンバー再々集結！
4人の絶妙なハーモニーを心ゆくまでご堪能ください‼

Forever Plaid フォーエヴァー プラッドForever Plaid フォーエヴァー プラッド
オフ・ブロードウェイ・ミュージカル

New!!

5 日

6 June

13:00start
12:00 open

大ホール

5 日

6 June

13:00start
12:00 open

大ホール

川平 慈英／長野 博／松岡 充／鈴木 壮麻
全席指定　S席／10,000円　A席／7,500円　U-25／5,500円（税込）
※未就学児入場不可
※U-25チケットは、ご観覧時25歳以下・枚数限定・要身分証明書・
　仙台放送オンラインチケットにて前売りのみ販売
※車いすスペースをご希望の場合は、事前に仙台放送事業部までお問合せください。
3月6日（日）10:00

仙台放送
022-268-2174（平日11:00～16:00）

出 演
チケット

チケット
発 売 日
主 催
お問い合せ

鈴木 啓吾 坂 真太郎

神田 織音

チケットのご案内お客様の声

・能、狂言は大好きだが、今回
も期待以上の素晴らしいもの
で「名取ノ老女」はもちろん
胸に迫るものがある。ありが
とうございました。

・久しぶりに能と狂言を楽しみま
した。松山絖美様の演技にび
っくり！

　将来が楽しみです。

10月3日（日）「東日本大震災復興祈念事業
復曲能「名取ノ老女」狂言「舟渡聟」」を開催しました。

11月3日（火・祝）「Art for Kids＠なとり
親子でわくわく音楽会」を開催しました。

・若いころから萬斎さんの公演に
は出向いていましたが素晴ら
しい後継者を育てられ良かった
です。

　さすが親子の息がぴったり。

・老女の姿がとても美しく老いの
姿が素晴らしかった。後世に
も受け継がれていくことと希
望します。

・老女・山伏の落ち着きと孫娘の
可愛らしさ、護法善神の力強
い舞にメリハリがあり見やすか
った。

・狂言も能も味わい深く心に残
った。

　舞の所作やお囃子、地謡すべ
てが見事でした。

小ホール
9:30 start 入場無料10日㈭ ファミリーフェスティバル

名取市子育て支援施設
080-9637-8084

（本郷小規模保育所子育て支援センター きらら）

中ホール 
14:00 start 13:30 open12日㈯ トロンボーンアンサンブル鈴木組

第11回演奏会
トロンボーンアンサンブル鈴木組

090-7074-3101入場無料

小ホール
10:00～16:0013日㈰ LOVE AND LIGHT フェスティバル 佐藤 貴子

090-6683-1570
入場無料

※ワークショップは事前申込も可

小ホール 
13:30 start 13:00 open20日㈰ 第11回 東北お遍路フォーラム 一般社団法人 東北お遍路プロジェクト

090-7066-6014（大橋）入場無料

小ホール 
13:00～16:30 入場無料23日（水・祝） 宮城県の子どもの外遊び環境を変える

～ヒト・モノ・そしてカネ～
一般社団法人プレーワーカーズ

090-6459-5225

小ホール 
14:00 start 13:30 open

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

26日㈯ 新・名取寄席part9＠文化会館
能と講談で紡ぐ 名取ノ老女

名取市文化会館
022-384-8900

展示ギャラリー 
【26日】10:00～18:00
【27日】10:00～16:00

入場無料26日㈯
27日㈰ 振袖展示会 ジョイフル恵利仙台クリスロード店

022-217-0370

つながる心 つながる力
みんなでつくる
復興コンサート 2022

つながる心 つながる力
みんなでつくる
復興コンサート 2022

全席指定
会館特別価格／4,800円（税込）
　　　　一般／5,000円（税込）
名取市文化会館／藤崎／仙台三越／
ローソンチケット（Lコード：22818）／
チケットぴあ（Pコード：208-434）／
イープラス
TBSラジオイベントダイヤル
03-5570-5151
（平日10:00～17:00）
キョードー東北
022-217-7788
（水・木・金13:00～16:00／
土10:00～12:00※祝日除く）

チケット

プレイガイド

主　催
お問合せ

島津亜矢
コンサート
2022

島津亜矢
コンサート
2022

全席指定
SS席／7,000円　S席／6,500円
　A席／5,500円
※未就学児入場不可
※当日券は500円増
名取市文化会館／
世界芸能／藤崎／
仙台三越
世界芸能㈱
022-222-4997
（平日9:30～17:00）

チケット

プレイガイド

主　催
お問合せ

東日本大震災心の復興コンサート
半﨑美子
with仙台フィルメンバーズ
feat.太田裕美

東日本大震災心の復興コンサート
半﨑美子
with仙台フィルメンバーズ
feat.太田裕美

チケット

プレイガイド

主　催
お問合せ

全席指定
前売券／4,500円（税込）
当日券／5,000円（税込）
※未就学児入場不可
名取市文化会館／藤崎／仙台三越／
ローソンチケット（Lコード：22246）／
チケットぴあ（Pコード：207-806）／
イープラス
エフエムなとり
022-383-7801
（平日10:00～17:00）

21月
祝

3 May

17:00start
16:00 open

大ホール
21月

祝

3 May

17:00start
16:00 open

大ホール

6 日

3 May

15:00start
14:00 open

大ホール
6 日

3 May

15:00start
14:00 open

大ホール

14 木

4 April

大ホール

14 木

4 April

大ホール
13:30start
12:30 open

1

17:30 start
16:30 open

2

シーパイン友の会のご案内
会館で開催する芸術公演文化事業をよりお楽しみいただくため「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。

※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。

1,000円 ※入会金不要年会費 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）期間

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、文化会館宛にご郵送ください。入会方法

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

会員
特典

令和3年度友の会会員期間は令和4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。

重要なお知らせ現会員のみなさまへ

・楽器の特徴などの説明も聞けて嬉し
かったです。楽器の力ってすごい

　小鳥、猫、あひる、狼、皆すぐそば
にいるように場面を想像できました。

・皆さん素晴らしい演奏で楽しかった
です。特に西本さんの「前奏曲と
アレグロ」には感激しました。

・どの楽器もそれぞれ個性があって
面白かったです。

　特にパーカッションの第一部が
楽しかったです。

・楽しかった！色んな楽器が出てき
た！

　出てきた楽器の中でピアノが一
番好きです。

・「ピーターとおおかみ」が表情豊
かですごく楽しかったです！

・色々 な楽器の演奏が聴けてとて
も良かったです。

　色んな楽器が全部音が違って面
白かったです。

子どもたちより


