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20 数年前のある日、 TV をつけたら、外国人のオジサンがヴァイオ

リンを弾いていた。なんてカッコイイ！いえ、 オジサンでなく、 演奏して

る曲が。それは、 ピアソラのタンゴだった。弾いていたのはギドン・

クレーメル。後で知ったことだけど、 彼はクラシック界にピアソラ

ブームを巻き起こした人。そして彼はこの日、ヴァイオリンを習い

たいのになかなか踏み出せずにいた私の背中を押してしまった

人にもなったわけです。

先日あるコンサートでピアソラを聴いたのが呼び水になったのか、

あの時の映像を無性に観たくなった。はてさてどうしたものかと、

まずは YouTube で探してみたら、なんと、それらしきものがアップ

されているではないの！そんなわけで、クレーメルが

奏でる、もの悲しくも美しい『オブリビオン（忘却）』

にかぶりつきで観入っている今日この頃です。ふぅ…。
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「お気楽生活、時々ため息」「お気楽生活、時々ため息」Ohさんの

芸どころ

熱田熱田熱田まつりまつり！！
～芸どころ熱田の地にて地元ゆかりの芸まつり！！！～

＜全自由席＞

友の会会員（前売のみ）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
障がい者手帳等をお持ち
の方と付添１名まで

一般一般

♦歌う曲の一例♦

夏の思い出 / 椰子の実
城ケ島の雨　/ モルダウの流れ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

第７弾！

20222022 66 1515/

12:30

開演 11:00
終演

定員　120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♫

開演 13：30( 開場 13：00 )５５ ８８/

主催：登龍亭一門会

土屋宗太土屋宗太 ピアノリサイタルピアノリサイタル
ピアノ作品の２００年を巡って

2,５００円2,５００円
障がい者手帳等をお持ち
の方と付添１名まで
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

一般一般 友の会会員（前売のみ）友の会会員（前売のみ）

＜全自由席＞＜全自由席＞

７７

20222022

20222022

開演 14:00

( 開場 13:15)

※未就学児入場不可※未就学児入場不可

９９

第32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

海演隊海演隊

登龍亭幸福登龍亭幸福

旭堂鱗林旭堂鱗林

登龍亭獅篭登龍亭獅篭

日日

J.S.バッハ / パルティータ第1番 BWV825

W.A.モーツァルト / ロンド K.511 イ短調

        ピアノソナタ第18番 K.576 ニ短調

S.バーバー / ピアノソナタOp.26

J.S.バッハ / パルティータ第1番 BWV825

W.A.モーツァルト / ロンド K.511 イ短調

        ピアノソナタ第18番 K.576 ニ短調

S.バーバー / ピアノソナタOp.26

ProgramProgram

/

（落語）（落語） （落語）（落語）

（講談）（講談）

柳家三亀司柳家三亀司
（曲独楽）（曲独楽）

旭堂左南陵旭堂左南陵
（講談）（講談）

草薙典龍草薙典龍
（詩舞）（詩舞）

土

1,500円1,500円

1,100円1,100円

※未就学児入場不可※未就学児入場不可

２,０００円２,０００円 １,８００円１,８００円



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 3 月 29 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 

(日) 
ピアノ発表会 

①10:30 11:30 

三浦・星野 関係者のみ 
②13:00 14:40 

1 

(日) 

BRAHMS Amabile 

CD 発売記念コンサート 

 

 

18:45 

20:45 

主催：ソノリテ 

問合せ先： 

ミュージック・ステーション 
052-734-3461 

全自由席 

前売 3,000 円 

当日 3,500 円 
※未就学児入場不可 

5 

(木・祝) 
15 人の音楽 

①11:30 13:20 
ON music project 

on.music.project@gmail.com 

全自由席 

一般 500円 
友の会会員(前売のみ）

450 円 
②13:30 15:30 

8 

(日) 

芸どころ 熱田まつり！ 
～芸どころ熱田の地にて 

    地元ゆかりの芸まつり !!!～ 

 

13:30 15:30 

主催：登龍亭一門会 

問合せ先：熱田文化小劇場 

052-682-0222 

全自由席 

一般 2,000 円 
友の会会員(前売のみ）・

障がい者手帳等をお持

ちの方と付添一人まで

1,800 円 

※未就学児入場不可 

12 

(木) 

元 CoCoRoni メンバーによる 

UtaKoKoRo 番外編コンサート 

～あなたの心に初夏の訪れを～ 

 

14:00 15:30 
みゅーじっく・ぷろだくしょん 

utakokoro2020@gmail.com 

全自由席 

2,000 円 
※未就学児入場不可 

14 

(土) 

ピティナピアノステップ 

熱田春季(1)地区 
未定 未定 

PTNA 名古屋支部 

052-753-6275 
関係者のみ 

15 

(日) 

ピティナピアノステップ 

熱田春季(2)地区 
未定 未定 

17 

(火) 
桂宮治 独演会 vol.2 18:30 20:00 

朝日カルチャーセンター名古屋 

052-249-5553 

全指定席 

一般 4,000 円 
朝日ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ会員

3,600 円 

21 

(土) 

ギロック オーディション 

名古屋予選会 
11:00 18:00 

ギロック協会 

090-2576-7301(本多) 
無料 

22 

(日) 

第 2 回 ENNE ピアノ教室 

Music Concert♪ 
10:15 11:15 

ENNEピアノ教室 鈴木みなみ 

enne.taikenpiano@gmail.com 
関係者のみ 

22 

(日) 

名古屋ビクトリア合唱団 

第 25 回 定期演奏会 
17:30 19:30 

名古屋ビクトリア合唱団 

090-5910-4956(上田) 
info@victoria.collegium.or.jp 

全自由席 

前売 

一般 2,500 円 

学生 1,500 円 

高校生 500 円 

当日 各＋500 円 

中学生以下無料 
※未就学児入場不可 

 
      ：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 

5 月 

チケット取扱 

チケット取扱  

チケット取扱 

チケット取扱 

チケット取扱 三好孝市 

Violin 
鬼頭久美子 

Piano 
＆ 

18:30 より 

プレトーク 


