
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　
11月…11月2日(水） 12月…12月1日(木）

10月4日(火)、18日(火)休 館 日 10月11日(火)、25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。

2023年1月は、
臨時休館のため利用できません。

練習室・会議室等

2022年10月から申請できる施設

大中小ホール
2023年10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
設置店舗

施設の利用申請 施設予約抽選会

　今年の3月16日に発生した地震
により被害がでていた中ホールで

すが、9月いっぱいで修繕工事が終了し、無事に再開と
なりました！工事に伴い、急遽催事の変更や中止の
ご理解ご協力をいただいた皆様、大変ご迷惑をおかけ
いたしました。ありがとうございました。
　このイベントインフォメーションの表紙にもなっている
中ホールは、県内有数の残響時間と芳醇な響きが特徴
の音楽ホールで著名な演奏家からも響きの良さに定評が
あり、名取市文化会館のセールスポイントでもあります。
　2年続けて大きな地震に見舞われた名取市文化会
館ですが、10月で開館から25年を迎えます。25周年
を記念した事業
も開催されます
ので、是非皆さま
足をお運びくだ
さい。

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 

こぼれ話
文化会館

一番人気のふわとろオムハヤシ

café食堂Laugh（ラフ）店
舗
紹
介

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。
スポーツの秋・読書の秋・食欲の秋
暑かった夏　ほっと一息、teatime
カフェで寛いでくださいませ！
今月も癒しの空間へお待ちしております。

●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！

-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

ブレンド
コーヒー

¥500

紅茶とバナナの
ベイクドチーズケーキ

¥500

免疫アップ！

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

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。
●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・咳・咽頭痛などの症状がある場合、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。

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

混雑時は、ウエイティングシートへ
ご記名のうえ、お待ちいただきます。

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
倭-YAMATO 日本ツアー2022 宮城公演[天命~Destiny]
劇団四季ファミリーミュージカル  人間になりたがった猫
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
しまじろうコンサートサンタのくにのクリスマスレストラン
催し物スケジュール
café smile 今月のおすすめメニュー
大規模修繕のための臨時休館について

主催事業

TOPICS

2022

10
月号

名取市文化会館開館25周年記念事業
25年の歩み展
名取市文化会館で語る
ふるさとの昔ばなし第2回
名取市文化会館開館25周年記念
TAP INTO THE LIGHT in 名取 熊谷和徳 TAP&TALK
～新たな時代の光へ一歩踏み出す
名取市文化会館開館25周年記念
東混ゾリステン ～東京混声合唱団メンバー8名による～
名取市文化会館開館25周年記念
NHK「民謡魂 ふるさとの唄」公開収録



主催事業 主催事業 主催事業 主催事業 

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。

共催事業 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。催し物スケジュール10月 ※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。

開 催 日 催 事 名 会　場 ・ 時　間 入　場 主　催 ・ お問合せ

大ホール
15:00 start 14:15 open

全席指定
前売 大人3,000円/高校生以下2,000円

当日500円UP
※3歳以下入場不可

倭-YAMATO
日本ツアー2022 宮城公演
［天命-Destiny］

市民企画　びぃなす
022-386-330710日(月･祝)

中ホール
14:00 start 13:30 open

全席自由　
前売2,000円　当日2,500円講談ボタニカル 講談ボタニカル

090-4716-7016（神田）12日㈬

展示ギャラリー
9:00～17:00 入場無料文化会館開館25周年記念事業

「名取市文化会館 25年の歩み展」
名取市文化会館
022-384-8900

9月21日㈬
～7日㈮

大ホール
18:30 start 17:45 open

全席指定
　　　大人S席5,500円/A席3,300円
小学生以下S席3,300円/A席2,200円

※公演当日3歳以上有料（膝上観覧不可）
2歳以下の着席観劇は有料

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

劇団四季　仙台オフィス
0570-008-110

（午前9時半～午後6時/日祝休）
17日㈪

小ホール
13:30 start 13:00 open

入場無料　
※要事前申込（市内在住の方）

女性起業応援事業
私の想いを「カタチ」に！

名取市企画部市民協働課
022-724-714620日㈭

小ホール
10:00 start 9:30 open 入場無料名取復興文化祭2022

名取市サポートセンター
どっと.なとり（JOCA）

022-383-2084
22日㈯

大ホール
22日　17:00 start
23日①12:00 start ②17:30 start
24日　12:00 start

※開場は各公演45分前
完 売

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
彩の国シェイクスピア・シリーズ

「ヘンリー八世」

仙台放送
022-268-2174

（平日11:00～16:00）
22日㈯
～24日㈪

大ホール
28日①13:30 start ②18:00 start
29日③12:00 start ④16:30 start
30日⑤11:00 start ⑥15:30 start 
※開場は各公演30分前

全席指定
一般S席8,300円/A席7,300円

当日500円増し
(前売り券完売の場合当日券の販売なし）

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

（公財）仙台市市民文化事業団
舞台芸術振興課
022-301-7405

28日㈮
～30日㈰

小ホール
14:00 start 13:30 open

入場無料
※要整理券（配布終了）

名取市文化会館開館25周年記念
TAP INTO THE LIGHT in 名取 熊谷和徳 TAP&TALK

～新たな時代の光へ 一歩踏み出す
名取市文化会館
022-384-890010日(月･祝)

全館
15日  9:30～16:00
16日10:00～16:00

入場無料第47回なとり文化芸術祭 名取市文化協会
090-9633-4429（本郷）

15日㈯
～16日㈰

名取市文化会館で語る
ふるさとの昔ばなし第2回9日㈰ 小ホール

14:00 start 13:30 open 入場無料　※要整理券 名取市文化会館
022-384-8900

小ホール
10:30 start 10:15 open 入場無料　※要事前申込地域型保育施設ガイダンス2日㈰ 名取市健康福祉部こども支援課

022-724-7181
小ホール
13:30 start 入場無料フォーデイズ核酸栄養セミナー6日㈭ フォーデイズ株式会社

022-371-0371

小ホール
14:00 start 13:40 open 入場無料　※要事前申込（定員50名）セロ弾きのゴーシュ1日㈯ 演劇ユニット　石川組

080-1656-2717（宿利）

※価格はすべて税込表記です。

入場整理券配布終了

無料入 場

司会：城島茂（TOKIO）、近藤泰郎アナウンサー　ほか出 演

名取市文化会館の誕生から、これまでの
25年の歴史を写真や公演ポスターなどで
たどります。どうぞご来場ください。

名取市文化会館開館25周年記念事業
25年の歩み展

9:00～17:00

2121 水9
展示ギャラリー

77金10～～

歴史の深い名取の地に語り継がれてきた民話を
中心に年4回で語りをお届けします。

名取市文化会館で語る
ふるさとの昔ばなし第2回

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）
入場料　無料（要整理券）
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
入 場

整 理 券
配布場所

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／河北チケットセンター／
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

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

14:00start
13:30open

99日10
小ホール

14:00～15:30
13:30open

1010祝月10
小ホール・ホワイエ

15:00start
14:30open

55 土11
中ホール

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
※3歳以下入場不可
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

プレイガイド

主 催
お問い合せ

好評
発売中

残席
わずか

❶ 13:30start
❷ 18:00start

2828金

❶ 12:00start
❷ 16:30start

2929土

※開場は各公演30分前

❶ 11:00start
❷ 15:30start

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
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

プレイガイド

主 催
お問い合せ

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

18:30start
17:45open

1717月10
大ホール

人間になりたがった猫

好評
発売中

ファミリー
ミュージカル

熊谷さんのタップソロ、トーク、タップの歴史や
様々なスタイルを紹介、ワークショップ参加者と
のコラボなどを行います。

名取市文化会館開館25周年記念

TAP INTO THE LIGHT
in 名取 熊谷和徳 TAP&TALK
～新たな時代の光へ一歩踏み出す

無料（要整理券）
80名

入 場
定 員

しまじろうコンサート

サンタのくにの
クリスマスレストラン

全席指定
会館特別価格／3,480円
一　般／3,580円
こどもちゃれんじ会員価格／3,380円
※3歳以上有料。3歳未満は保護者1名
につきお子さま1名までひざ上無料（席が必要な場合は有料）。
※こどもちゃれんじ会員価格は「しまじろうコンサート」公式WEB
サイトからお申込みいただいた場合のみ

名取市文化会館／「しまじろうコンサート」公式WEBサイト／
楽天チケット／e+（イープラス）／
チケットぴあ（Pコード：647-566）
ローソンチケット（Lコード：28280）
しまじろうコンサートお客さま窓口0120-988-883（通話料無料）
受付時間9：00～21：00（年末年始を除く）

チケット

プレイガイド

主 催
お問合せ

❶
❷
❸

11:00start
14:00start
17:00start

1212 土

1313 日

11
大ホール

❶
❷
❸

10:00start
12:40start
15:20start

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。

NHKの番組「民謡魂 ふるさとの唄」の公開収録を行います。地域に息づく唄や郷土
芸能の数々を掘り起こし、ふるさとの“知られざる魅力”を再発見します。

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
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
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）

主催：tbc東北放送　共催：宮城県／宮城県文化振興財団／芸術銀河2022

名取市文化会館開館25周年記念
東混ゾリステン ～東京混声合唱団メンバー8名による～

18:00start
17:00open

1111日12
大ホール 名取市文化会館開館25周年記念

NHK「民謡魂 ふるさとの唄」公開収録

好評
発売中

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

プレイガイド

●応募多数の場合は、抽選のうえ、当選の方には希望人数（2人まで）でご入場いただける入場
整理券を、落選の方には落選通知を、11月24日（木）頃発送します。なお、座席は入場整理券
で事前に指定させていただきます。
●「返信用裏面」には抽選結果を印刷しますので、白紙のままお送りください。紙・シール等の貼り
付け、修正液のご使用もご遠慮ください。
●摩擦熱で色が消えるボールペンの使用はご遠慮ください。
●インターネットなどでの入場整理券の売買は固くお断りします。転売を目的としたお申し込みであ
ると判明した場合は抽選対象外とします。また、売買が確認された場合は入場をお断りします。
※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連絡のほか、ＮＨＫでは放送・イベント・配信事
業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また、受信契約者情報との照合、受信料のお願いに
使用させていただくことがあります。

注意事項

申込み先 〒981-1224 名取市増田字柳田520　名取市文化会館「民謡魂」観覧係

募集期間 11月11日（金）必着
記入例 返信面

あ
な
た
の
ご
住
所

あ
な
た
の
お
名
前

①郵便番号
②ご住所
③お名前
④お電話番号
⑤観覧希望人数
 （2人まで）

往信面

名
取
市
文
化
会
館

　

 ｢

民
謡
魂｣

観
覧

　
　
　
　
　
　係
宛

名
取
市
増
田
字
柳
田
5
2
0

〒981-1224 〒

白　紙

※抽選結果について
　印刷しますので、
　何も書かないで
　ください。

ご自宅の郵便番号・住所・氏名のご記載をお忘れなく！

※開場は各公演30分前

好評
発売中

入場は無料ですが、事前のお申し込みが必要です。郵便往復はがきに下記①～⑤を明記してお申し込み下さい。※未就学児入場不可
①郵便番号 ②ご住所 ③お名前 ④お電話番号 ⑤観覧希望人数 (2人まで）

入 場


