
毎月第１・３火曜

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。

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。

今後の抽選会スケジュール　
9月…9月1日(木） 10月…10月1日(土）

8月2日(火)、16日(火)休 館 日 8月1日(月)、3日(水)、9日(火)、23日(火)、30日(火)保守点検日
毎月第１・３火曜 休館日以外の火曜日

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。

2022年11月利用分まで
練習室・会議室等

2022年8月から申請できる施設

大中小ホール
2023年8月利用分まで

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

※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。

 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

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

施設の利用申請 施設予約抽選会

　サブエントランスに毎年恒例
の七夕飾りが設置されました！
　色どり鮮やかな飾りに願いを
込めて…。カラフルに揺れる、
吹き流しを見てると少し心が
明るくなる気がします！

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！

2023(令和5)年
1月4日～2月28日 2ヶ月間

臨 時
休館期間 

　令和４年3月16日（水）に発生した地震による被害のため、中ホールは
下記のとおり利用休止といたします。
　利用者の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力
のほどよろしくお願いいたします。

※今後、被害状況の詳細調査等により、利用休止期間の延長等が生じた際は、随時web
サイト等でお知らせいたします。

※休止期間中に既に予約をされていた皆さまには、施設使用料を全額返金いたします。
手続き方法等につきましては、改めて会館からご連絡差し上げます。

地震被害による中ホール利用休止について！

利用休止予定期間

・中ホール及び付帯施設：令和４年９月30日まで
（ホワイエ、楽屋）

こぼれ話
文化会館

ALL税込価格

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。

今月のお
すすめ

※ランチ・ケーキは日替わりでメニューが変わります。

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！
ほっと一息、teatime
カフェで寛いでくださいませ！

●お弁当のご予約承ります。(空容器回収致します。) ¥880(税込)～

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！

新型コロナ感染拡大防止の対策を行っております。

●スタッフはマスク着用で接客させて頂きます。
●スタッフは毎日の検温と体調管理の確認をしております。
●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。
●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。

●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。
●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。

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。

お 知 ら せ

-カフェスマイル-
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

笑糀
豆乳甘酒

わらこう

¥550

甘糀
1kg ¥2,800
100g　 ¥380

季節の
チーズケーキ

¥550

免疫アップ！

お肌つるつる！

お肌つるつる！

糀と水だけで作ってる甘糀 砂糖不使用・ノンアルコール

豆乳やヨーグルトに入れて腸活！始めよう！

イベントインフォメーション
名取市文化会館

イベントインフォメーション
名取市文化会館

共催事業

名取市文化会館で語る
ふるさとの昔ばなし
避難訓練トーク＆ライブ
団十郎の「なじょでがすフライデー」公開録音

東混ゾリステン
～東京混声合唱団メンバー8名による～

丸美屋食品 ミュージカルアニー
第74回 全日本合唱コンクール宮城県大会
倭-YAMATO 日本ツアー2022 宮城公演[天命~Destiny]
劇団四季新作ファミリーミュージカル  人間になりたがった猫
仙台放送開局60周年記念  彩の国シェイクスピア・シリーズ ヘンリー八世
名取市文化会館開館25周年記念  宝塚歌劇 花組 全国ツアー 宮城公演

催し物スケジュール
café smile 今月のおすすめメニュー
地震被害による中ホール利用休止について
大規模修繕のための臨時休館について

主催事業

TOPICS

2022

8
月号



主催事業 主催事業 共催事業 共催事業 

新型コロナウイルス感染症拡大防止対応および災害の被害などにより、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。

整理券、チケット等のお求めは、主催者へお問合せ下さい。催し物スケジュール8月 
開 催 日 催 事 名 会　場 ・ 時　間 入　場 主　催 ・ お問合せ

小ホール
13:30～ 入場無料フォーデイズ核酸栄養セミナー フォーデイズ㈱

022-371-03715日㈮

展示ギャラリー
5日㈮10:00～19:00
6日㈯10:00～18:00
7日㈰10:00～17:00

入場無料
※要事前申込東洋羽毛　展示販売会

東洋羽毛北部販売㈱
仙台営業所

070-3879-5522（東海林）
5日㈮～
7日㈰

小ホール
12:45 start 12:30 open 入場無料ハーモニアMiniコンサート 馬場 ルリ子

070-6955-634931日㈬

※価格はすべて税込表記です。

国民的ミュージカル「アニー」がキャスト新たに3年ぶり
に宮城にやってくる！
明日を信じて前向きに生きるアニーがあなたを元気に
します。ぜひ劇場で応援してください。

アニー
丸美屋食品ミュージカル

山崎 杏／山本 花帆／葛山 信吾／
マルシア／笠松 はる／島 ゆいか
全席指定
S席 8,500円／
A席 6,500円

出 演

チケット

プレイガイド

主 催
お問い合せ

名取市文化会館／ミヤテレチケット／
ローソンチケット（Lコード：21426）／
チケットぴあ（Pコード：512-060）／
e+（イープラス）／藤崎
ミヤギテレビ事業部
022-215-7700 （平日10:00～18:00）

好評
発売中

❶ 11:00start
　  10:15open
❷ 15:00start
　  14:15open

77 日8
大ホール

©NTV

18:30start
17:45open

1717月10
大ホール

魔法によって人間の姿に変えられた、猫のライオネル。
ブライトフォードの街で人々と出会って初めて
知ったのは、人間の心。
ライオネルが人間のすばらしさ、命や仲間の
大切さを教えてくれる物語。

全席指定　S席：一般／5,500円　小学生以下／ 3,300 円
　　　　　A席：一般／3,300円　小学生以下／ 2,200 円
※3歳以上有料(2歳以下の着席観劇有料）。
名取市文化会館／四季オンラインチケット／
ローソンチケット
(Lコード：21919)／
チケットぴあ
(Pコード：513-303）
劇団四季仙台オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00 ／日祝休）

チケット

プレイガイド

主 催
お問い合せ

新作ファミリー
ミュージカル

人間になりたがった猫

15:00start
14:30open

55 土
11
中ホール 東混ゾリステン ～東京混声合唱団メンバー8名による～

東京混声合唱団メンバー8名による声楽アンサンブルコンサート。
歌い継がれる日本歌曲など聴き馴染みのある楽曲を美しい歌声のハーモニーでご堪能ください。

NEW

NEW

残席
わずか

NEW

17:00start
16:15open

2222土

❶ 12:00start
　  11:15open
❷ 17:30start
　  16:45open

2323日

12:00start
11:15open

2424月

10
大ホール

彩の国シェイクスピア・シリーズ
ヘンリー八世

<仙台放送開局60周年記念>
<名取市文化会館開館25周年記念>

阿部 寛／吉田 鋼太郎／金子 大地／宮本 裕子／
山谷 花純／谷田 歩／河内大和　他
10月22・23日　S席11,000円／A席10,000円／
　　　　　　　U-25チケット5,500円
　　　  24日　S席  9,800円／A席  8,800円／
　　　　　　　U-25チケット4,500円
※未就学児入場不可 ※U-25チケットは観劇時25歳
以下が対象。当日要身分証明書 ※車椅子席スペース
をご希望の場合は事前に仙台放送へお問合せください。
※営利目的転売禁止
チケットぴあ (Pコード：512-526)／
ローソンチケット(Lコード：21365)／
名取市文化会館9:00～18:00（第1・3火曜日を除く）／
仙台放送オンラインチケット
仙台放送
電話022-268-2174（平日11：00～16：00）

出 演

チケット

プレイガイド

主 催
お問い合せ

※下記内容は発行日現在のものです。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。

❶ 13:30start
❷ 18:00start

2828金

❶ 12:00start
❷ 16:30start

2929土

❶ 11:00start
❷ 15:30start
※開場は各公演30分前

3030日

10
大ホール

柚香光／星風まどか　他
全席指定　Ｓ席 8,300円／Ａ席 7,300円
※未就学児入場不可

一　般／8月25日（木）9:30～

名取市文化会館／日立システムズホール仙台／
仙台銀行ホール イズミティ21 臨時事務所
仙台市市民文化事業団 舞台芸術振興課
電話 022-301-7405

出 演

チケット

チケット
発売日

プレイガイド

主 催
お問い合せ

宝塚歌劇花組
全国ツアー　宮城公演

名取市文化会館開館25周年記念

松崎 ささら 大沢 結衣 尾崎 かをり 小林 音葉

千葉 弘樹 平野 太一朗 佐々木 武彦 下西 祐斗 北野 悠美

ソプラノ：松崎 ささら／大沢 結衣 ア ルト：尾崎 かをり／小林 音葉
テノール：千葉 弘樹／平野 太一朗
バ　ス：佐々木 武彦／下西 祐斗
ピアノ：北野 悠美

出 演

プログラム
チケット

発 売 日

プレイガイド

紅葉／手紙～拝啓十五の君へ～／Let it be　他
全席指定　シーパイン友の会／2,000円
　　　　　一　　　　　般／2,500円 ※未就学児入場不可
シーパイン友の会／8月13日（土）9：00～
一　　　　　般／8月20日（土）10：00～
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／
ローソンチケット（Lコード：22219）／
チケットぴあ（Pコード：222-362）／e+（イープラス）

14:00start
13:30open

1111祝木8
小ホール

歴史の深い名取の地に語り継がれてきた数々の民話を題材に、あたたかな昔ばなしの世界へ皆様をご案内いたします。

名取市文化会館で語る ふるさとの昔ばなし

名取昔ばなし語りの会
大平 悦子（日本民話の会）
佐々木 彩香（エフエムなとり）
名取市文化会館／名取駅コミュニティプラザ／
杜せきのしたタウンステーション

出 演
ゲ スト
司 会
整 理 券
配布場所

無料（要整理券）
第 1回：2022 年 7月11日（月）
第 2回：　　　　9月　9日（金） 第 3回：　　　 11月18日（金）
第 4回：2023 年 2月12日（日）

入 場
整理券
配 布
開始日

15:00start
14:30open

77 水9
小ホール

入場無料
（要整理券）

避難訓練トーク＆ライブ
団十郎の「なじょでがすフライデー」公開録音

名取市出身のシンガーソングライター・陶芸家であり、「あゝ宮城県」でお馴染みの吉川団十郎さんがお送りする
エフエムなとりの人気番組「団十郎のなじょでがすフライデー」と文化会館の避難訓練がコラボレーション。
今回は公開録音中に地震や火事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
込んだ公演です。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？

入場無料
（要事前申込）

大平 悦子

名取昔ばなし語りの会

参
加
申
し
込
み
に
つ
い
て

返信面

あなたのご住所
あなたのお名前

①ご住所
②お名前
③お電話番号
④参加希望人数
 （2名まで）

往信面

名取市文化会館
避難訓練コンサート
　　　　　　   係宛

宮城県名取市
増田字柳田520番地

〒981-1224

白紙

申込み方法 往復はがきに下記①～④の内容をご記入の上、郵送にてご応募ください。
①住所　②氏名　③電話番号　④参加希望人数（2名まで）
※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。

申込み先 〒981-1224 名取市増田字柳田520番地
　　　　　　名取市文化会館　避難訓練コンサート係

募集期間 7月4日（月）～8月10日（水）
※消印有効　※応募多数の場合は抽選となります。

お 願 い 避難の際、建物内の階段を下りていただきます。
エレベーターは使用しませんので動きやすい服装、お履き物でお越しください。

記入例

吉川 団十郎／相澤 美恵
無料（要申込）

出 演
入 場

第3回

第4回

   8月11日木㊗
10月 9日日

2022年
第1回

第2回

12月18日日

  3月12日日
2023年

日時

吉川 団十郎
協力：FMなとり団十郎の「なじょでがすフライデー」

お客様の声
様々 な楽器のハーモニーが美しく、例えようがない程綺麗な音色でした。

特に交響曲の演奏がワクワクする感じで鳥肌がとまりませんでした。

久しぶりのクラシックコンサートだったが改めて音楽の素晴らしさ
を感じました。オーケストラが素晴らしかった。

反田さんのピアノの音の多彩さに驚きました。優しい音、力強い音…
やわらかくでもボリュームがある音等。テレビではよく見ていますが
また生の音を聞きたいです。

最高でした。オーケストラって本当に素敵と改めて感じました。

5月29日（日）「佐渡裕（指揮）／反田恭平（ピアノ） 新日本フィルハーモニー交響楽団50周年記念演奏会」を開催しました。

反田さんの演奏を生で聴くことが出来て良かった。

佐渡さんの迫力ある指揮と反田さんの素晴らしい演奏に感動しました。

アンコールのアンダンテ・カンタービレが胸に響いた。

名取まで来て良かった！佐渡裕さん反田さんの演奏は期待するまで
もないが、大好きな皇帝は第２楽章に入るころから涙が止まらな
かった。素晴らしいの一言。感激の一言。13会場すべてに聴きに
行きたいと思った。

ピアノ、オーケストラとも感動的な演奏でした。

10:00start
9:30open予定

2828日8
大ホール 第74回 全日本合唱コンクール

宮城県大会
全席自由
入場料：1,000円　※未就学児入場不可
宮城県合唱連盟
090-2957-2975

チケット

主 催
お問い合せ

倭-YAMATO 日本ツアー2022
宮城公演[天命~Destiny]

15:00start
14:15open

1010祝月10
大ホール

全席指定
前売価格　一　　　　　　 般／3,000円
　　　　　小人（4歳～高校生）／2,000円
当日価格　一　　　　　　 般／3,500円
　　　　　小人（4歳～高校生）／2,500円
シーパイン友の会／8月5日（金）9：00～
一　　　　 　般／8月6日（土）10：00～
名取市文化会館／ローソンチケット(Lコード：22210)
市民企画 びぃなす
022-386-3307

チケット

チケット
発売日
プレイガイド
主 催
お問い合せ

主催：tbc東北放送

好評
発売中


