
１年前に引っ越しをした。家事がとにかく苦

手。物で溢れかえる部屋。心を決めてほとん

どの物を処分。家具も新調して汚す気が起き

ない部屋を作ったら毎日掃除するし片付け続

けている。外食やコンビニばかりだった私が

今はキッチンに立っている。公式LINEを始め

た。元山さんが公式LINEをやるなんてとよく

言われた。絶対にやらなそうなのでやってみ

たかった。今年は登録者限定で「元山未奈美

バースデーパーティ」までやってみた。勇気

を出したら凄く楽しかった。そして今自分

で公演を企画してみたいと思っている。

長いことお芝居に関わってきて、自分でな

にかしようと思ったことは一度もなかった。

一人ではなにもできなくてたくさんの人に

相談しまくっている。みんな親身になって

聞いてくれるし応援してくれる。そういう

ことに感動しながら毎日を送っている。

このアクテノン通信第一号が出ている頃に

は、私も新たな第一歩を踏み出せています

ように。
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名古屋市中村区稲葉地町 1-47　　TEL 052-413-6631
【地下鉄東山線】
「中村公園」下車 2番出口を西へ徒歩 10分、
「稲葉地公園北」交差点を南へ徒歩 2分

い

入場時は、マスク着用にご協力いただきます。

駐車場がありませんので公共交通機関をご利用ください。

お

 願 

Twitter は
ここから！⇨

WEB サイトは
ここから！⇨

アクテノン通信

「名古屋音楽大学 Autumn Jazz Live」
稲葉地オープンライブ

日時：11 月 13 日 ( 日）
　　　①10：30 ～　②13：30 ～　③16：30 ～
　　　　（各ステージ 20 ～ 30 分ほど）
会場：演劇練習館　野外劇場

爽やかな秋空の下、名古屋音楽大学の学生トリオによる
ジャズサウンドをお楽しみください。

雨天中止・入場無料・申込不要

「アクテノン参観日～ワークショップ祭～」
日時：11月 23 日 ( 水･祝）
会場：演劇練習館

子ども向けワークショップから、大人が楽しめる体験教室まで
多彩なラインナップ！皆さまのご来場をお待ちしております。

全講座無料・お申込みは来館またはお電話にて受付中 ( 先着順 )

2020 2/27-3/1　演劇組織 KIMYO「ハンザキ」
愛知県芸術劇場小ホール

2022 6/30-7/3　空宙空地「蒼ノ空」
七ツ寺共同スタジオ

パフォーマンス体験教室　10：00 ～ 11：30　小 1～中 3　
竪琴教室　　　　　　　　10：30 ～ 11：30　18 歳以上　
チェアーストレッチ　　　①11 時～、②13 時～ ( 各回 60 分 )
　　　　　　　　　　　　　15 歳以上 ( 女性限定）　
忍者と一緒に殺陣体験　　13：30 ～ 14：30　小学生　
アートバルーン作成　　　13：30 ～ 15：00　15 歳以上　

演劇組織ＫＩＭＹＯ

俳優　元山未奈美

演劇練習館アクテノン機関紙のリニューアル

おめでとうございます。その第一号のエッセ

イを私が書かせていただいている理由の一つ

は、アクテノンをたくさん利用していること

だと伺って思い返してみると、今年出演させて

いただいた公演の稽古は全てアクテノンを利

用しているし、歌やボイスのレッスンでも。

改めてお世話になっていますアクテノン。

私は演劇組織ＫＩＭＹＯという劇団に所属し、

たくさんの団体さんにも客演させていただき

ながら、名古屋の舞台に立たせていただいて

います。

近頃、自分の中に小さな変化があったりする。

その第一歩は 2年前、Twitterでファンだっ

たカメラマンの方に撮影を依頼してみたこと。

昔から写真に撮られることが苦手。それを変

えたくて DMを送ってみた。かなり勇気を出

した。その世界の中に入れてもらった日から、

気持ちが少し変わった。

変化

私と演劇練習館
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公演名 開催日 開演 主催者 会場

2(水)   15:00　　19:00

3(木・祝)   14:00　　18:00

3(木・祝)   18:00

4(金)   18:30

5(土)   12:00　 17:00

6(日)   11:00 　16:00

4(金)   17:00

5(土)   17:00

6(日)   17:00

　名匠狂言会 4(金)   18:30 中日新聞社 名古屋能楽堂

5(土)   14:00 　18:00

6(日)   11:00

5(土)   14:00 　18:00 なごや芝居の広場

6(日)   11:00 　15:00 　千種文化小劇場

　あの、愛の一群たち 10(木)   14:00 　19:00 劇団BB★GOLD 千種文化小劇場

11(金)   19:00

12(土)   13:00 　18:00

13(日)   11:00 　16:00

　不逢森 12(土)   14:00 一般社団法人 復曲能を観る会 名古屋能楽堂

12(土)   14:00   18:00

13(日)   11:00 　15:00 　18:00

12(土)   15:00 　19:00

13(日)   11:00 　15:00

16(水） 　19:30

17(木） 　14:00

18(金）   19:00

19(土）   14:00 　19:00

20(日)   14:00　 19:00

21(月)   19:00

23(水・祝)   14:00 　19:00

24(木)   19:00

25(金)   14:00　 19:00

26(土)   14:00 　19:00

27(日)   14:00

19(土）   14:00 　19:00

20(日)   14:00

　お笑いだよ伊勢 19(土)   14:30 　18:00

 「くもり空右往左往で方程式」 20(日)   11:00 　14:30 　18:00

 「カーテン・アップ 26(土) 　18:00

　　Sarah Bernhardt」 27(日) 　15:00

 「ひとりぼっちのサソリ星」 30(水) 　18:30 隠れ家コラボ 港文化小劇場

名古屋市中村区稲葉地町1-47 　　TEL　052-413-6631
　　FAX　052-413-6632

　青柳のはなし 　語謡楽 千種文化小劇場

　ゴールド AMミュージカル 昭和文化小劇場

　ミュージカル

　ぼくの埴輪を守って
PICO2えんげき部 PICO2

　『リンチ（戯曲）』 愛知県芸術劇場 愛知県芸術劇場　小ホール

　死神はキューピット 人業劇団 ひらき座 中村文化小劇場

　タクシードライバー 千種文化小劇場

　シヴァ氏の幕間2022
　～近代戯曲に学び遊ぶ短編集①～

劇団ジャブジャブサーキット
損保ジャパン人形劇場

ひまわりホール

　悪魔は来ないし笛もない 劇団栞ちゃんのしおり シアターココ

　ＴＨＥ　ＢＥＥ １６号室 愛知県芸術劇場　小ホール

　夢の肉弾三勇士 七ツ寺企画 七ツ寺共同スタジオ

　大人の朗読会「匣かたり」 ペーハークラブプロデュース 劇団pH-7地下劇場

　　　　新たに始まりましたアクテノン通信の裏面に、名古屋市内近郊の演劇公演情報を掲載する事になりました。公演の詳細又は公演時間の確認につきましては、

各主催団体又は劇団にお問い合わせください。また公演の掲載をご希望の方は、演劇練習館までご連絡ください。（掲載締切、前月10日まで）

メリー・アーティスツ・カンパニー 芸術創造センター

伊勢企画 長円寺会館

　人形劇　寿歌 30(水)   19:00
特定非営利活動法人
愛知人形劇センター

損保ジャパン人形劇場
ひまわりホール
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