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熱田文化小劇場 情報紙熱田文化小劇場 情報紙

♦歌う曲の一例♦
赤とんぼ / からたちの花 / 落葉松

旅愁/ シューベルトのセレナーデ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

20222022 1111 3030/

12:30

開演 11:00
終演

定員　150名全自由席

前売
当日

1,300円1,300円

友の会会員（前売のみ）・
障がい者手帳等をお持ち
の方と付添１名まで

(開場 10:30 )

みんなで楽しく
みんなで楽しく歌いましょう♫
歌いましょう♫

1,500円1,500円

1,100円1,100円

大橋音子

サクソフォンリサイタル

2022 12 / 18

16:0014:00
(開場　13:15)

第33回名古屋演奏家育成塾

名古屋市文化振興事業団賞受賞記念

NONOのフランス便り
この時期、すでに夜は寒くなってくるフランス。店頭に並ぶいろいろな種類の旬の
キノコたちが秋を感じさせてくれます。
ストラスブールの街ではMusica（ミュズィカ）という音楽祭が毎年９月末から
10月にかけて２週間行われます。オーケストラ、現代音楽パーフォーミング、アト
リエ、現代作曲家の講演など毎日いろいろな催しがいっぱい！チケットは６～20
ユーロ、無料公演もあるので、朝から晩まで公演をはしごできちゃいます。最先

全自由席

一般
友の会会員（前売のみ）・
障がい者手帳等をお持ち
の方と付添１名まで2,000円2,000円 1,800円1,800円

～ プログラム ～

ロジェ・ブートリー / ディヴェルティメント

アンリ・トマジ / バラード

ポール・モーリス / プロヴァンスの風景

アルフレッド・デザンクロ / プレリュード
　　　　　　　　　　　　　　　　　  カデンスとフィナル

※未就学児入場不可

日

開演 終演

11

ピアノリサイタルピアノリサイタル

ピアノ：安成紅音

29

山縣美季山縣美季

20:0018:30

(開場 17:45)

開演 終演

全指定席

一般

友の会会員（前売のみ）
大学生以下（前売のみ）
障がい者手帳等をお持ち
の方と付添１名まで

2,500円2,500円

2,000円2,000円

※未就学児入場不可

プログラム

シューベルト / ピアノ・ソナタ第20番　
　　　　　　　　　　D959 イ長調

ショパン / エチュード　Op.25(全曲）

火/

第８弾！

電子チケット

　teket

電子チケット

　teket
※一般券のみ販売※一般券のみ販売

こちらからもご購入いただけますこちらからもご購入いただけます

他

端な音楽に出会えるし、人気作曲家とチャン
スがあればお話しできちゃうなんて素敵。
10月末から名古屋クラシックフェスティバルも始ま
ります！チケットは少々お高めですが、海外の超
有名演奏家たちの音楽が聴けるこの機会に、
是非お出かけください！ 街中にあるMusicaのポスター

2022



この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。 

熱田文化小劇場 催し物ご案内 

  （令和 4 年 8 月 30 日現在） 

開催日 催し物名称 開演 終演 主催・問合せ先 入場料等 

1 

(土) 
CONCERT de PIANO 12:00 15:30 

藤戸直美 
naomika0615@icloud.com 

無料 

2 

(日) 

山口晃司三味線コンサート 

蒼穹 
13:00 14:30 

山口晃司事務局 
052-887-3555 

全指定席 

3,000 円 

7 

(金) 

第 16 回ベーテン音楽コンクール 

中部地区本選 

未定 未定 

ベーテン音楽協会 
0847-62-4382 

関係者のみ 

8 

(土) 
11:00 17:00 

9 

(日) 
10:30 20:00 

10 

(月・祝 ) 
10:30 19:00 

15 

(土) 

ピアノサークル クラヴィス 

第 9 回演奏会 
13:00 16:00 

ピアノサークル クラヴィス 
Facebookのメッセージより問合せ 

無料 
※未就学児入場不可 

16 

(日) 

a ホルン会 

第 16 回アンサンブルコンサート 
13:30 15:30 

a ホルン会 
a_horn@live.jp（にながわ） 

無料 

合唱団 A.N.Chor 第 2 回演奏会 19:30 20:30 
A.N.Chor 

080-5293-0285（別所） 
無料 

20 

(木) 
字幕付き ドイツ歌曲コンサート 

13:30 14:40 字幕付き歌曲コンサート 

推進企画 
090-8156-1525（山下） 

全自由席 

    一般 3,000 円 

25歳以下1,000 円 
※未就学児入場要相談 

19:00 20:10 

21 

(金) 
カルメンを奏でる 19:00 20:30 

Sparkle -Music with Dance- 

(株)ミュージック・ステーション 
052-734-3461 

全自由席 

4,000 円 

22 

(土) 

シニアミュージカル発起塾 

名古屋公演「桃太郎」 
18:00 19:30 

NPO 法人 発起塾 
06-4703-5485 

hokkimail2000@hokkijuku.net 

全指定席 

前売 3,000 円 

当日 3,300 円 

小学生 1,500 円 

23 

(日) 

Trois Poème 
愛知国際病院 

ホスピス音楽療法士が贈るコンサート 

 

14:30 16:30 
トロワポエム 

090-2576-6493 

全自由席 

     一般 2,000 円 

高校生以下1,000円 
※未就学児入場不可 

25 

(火) 
医薬品登録販売者研修会 10:00 16:00 

(一社)愛知県医薬品販売業協会 
052-446-6973 

関係者のみ 

28 

(金) 
ハーモニーの環 13:00 15:30 

ハーモニーの環 
090-9894-3461（土屋） 

無料 

29 

(土) 

ミュージック カーニバル 10:30 16:00 
石原佳代子 

052-808-1624 
無料 

プランタン管弦楽団 

公開リハーサル 
18:30 19:30 プランタン管弦楽団 

since-2000@orchestreprintemps.com 
無料 

※未就学児入場不可 

30 

(日) 

アンサンブル・エルンスト 

第 1２回コンサート 13:30 15:45 
アンサンブル・エルンスト 
090-2264-0203（田中） 

ensemble.ernst@gmail.com 

全自由席 

500 円 

未就学児無料 

 
      ：熱田文化小劇場でチケットを販売しています。 

 催し物の時間・内容は変更になる場合がございます。詳しくは各お問合せ先までお尋ねください。 

 熱田文化小劇場の「催し物案内」は劇場ホームページからでもご覧いただけます。 

 劇場ホームページではホール・練習室の空き情報、イベント情報をお知らせしております。 

令和 4年 

10 月 

チケット取扱 

チケット取扱  

①  

②  

チケット取扱 

チケット取扱 

チケット取扱 


