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熱田文化小劇場 情報紙熱田文化小劇場 情報紙

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

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

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 ニ長調

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 ニ長調

S.バーバー / ピアノソナタOp.26

ProgramProgram

/ 土

Alejandro Viñao
Portrait for Percussion 2022

4,0００円4,0００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 3,０００円3,０００円

一般一般 友の会会員（前売のみ）友の会会員（前売のみ）

※未就学児入場不可※未就学児入場不可

学　生学　生

７７20222022 開演 18:45(開場 18:00)
1414/ 木

※18:20～プレコンサートトーク

ヴィニャオ、現る。ヴィニャオ、現る。

アレハンドロ・ヴィニャオ

小森邦彦

N Percussion Group

稲垣佑馬

岡本麻子

橋本岳人

ブルックス信雄トーン

（マリンバ） （マリンバ）

（フルート）

（ピアノ） （クラリネット）

（作曲・解説）出演

＜全自由席＞＜全自由席＞

熱田文化小劇場　共催事業

ほか

ピアノ工房のお申込みは、熱田文化小劇場へお電話ください。

ピアノ工房 ⅩⅥピアノ工房 ⅩⅥ
2022

７.28７.28
木木

講師講師

ピアノ調律師ピアノ調律師

宮北 哲也宮北 哲也

見る・聴く・触る 

ピアノコンサートピアノコンサート山内敦子山内敦子

13：00～14：45
定員   20 名 対象：小学３年生～中学生

16：00

700700 円 600600 円一般

－ これも音楽！？ 新しい音楽の試み －

障がい者手帳等をお持ち
の方と付添１名まで

友の会会員（前売のみ）

※コロナウイルス感染拡大防止のため客席定員を制限しております
※未就学児入場不可全自由席

グランドピアノ調律レクチャー 

受付開始 12：30
（終了予定）

※同日16時開演「山内敦子ピアノコンサート」チケット１枚付き

  15：30 17：00
終演予定開演開場

参加費 700700 円 （当日精算）

ピアノピアノ

山内 敦子山内 敦子

同日
開催

～ちゃりをの徒然なるままに～ 
いよいよ夏本番！ジメジメとした気候にげんなりしますが、
《病は気から》というように体だけでなく心も元気に過ごした
いものです。心を元気にしてくれるものは人それぞれだと思い
ますが、私は音楽が元気の源です。（読書や食事・睡眠も捨てが
たいですが…）古代エジプトで音楽は『魂の薬』と呼ばれ音楽が
薬として処方されていたようです。太古の昔から音楽に癒しを
求め、活用していたとはなんとも興味深く、面白いことです♪

いよいよ夏本番！ジメジメとした気候にげんなりしますが、
《病は気から》というように体だけでなく心も元気に過ごした
いものです。心を元気にしてくれるものは人それぞれだと思い
ますが、私は音楽が元気の源です。（読書や食事・睡眠も捨てが
たいですが…）古代エジプトで音楽は『魂の薬』と呼ばれ音楽が
薬として処方されていたようです。太古の昔から音楽に癒しを
求め、活用していたとはなんとも興味深く、面白いことです♪

プログラム 
C.ドビュッシー / アラベスク第1番　　G.リゲティ / 「ムジカ・リチェルカータ」より
吉松隆 / 「プレイアデス舞曲集」より　 原田裕貴 / ピアノ特殊奏法のための新作
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          （ピアノ工房のための新作）

～調律師：宮北哲也氏による解説コーナーもお楽しみに！～ 

7月の熱田文化小劇場は、
♪土屋宗太ピアノリサイタル
♪Alejandro Vinao Portrait for Percussion
♪見る・聴く・触るピアノ工房
♪山内敦子ピアノコンサート
と音楽イベントが目白押しです。
《心の元気》のために是非お出かけください！

～

< 6月11日（土）9：00～受付開始・先着順 >



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 5 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(金) 

若葉の会 

“サマーミュージック フェスティバル” 

18:00 19:30 

若葉の会実行委員会 

090-9895-9524 

（竹内） 

関係者のみ 2(土) 
①10:00 

②13:30 

③18:30 

12:00 

16:00 

20:00 

3(日) 
①10:00 

②13:30 

12:00 

15:30 

6(水) 

新進演奏家育成プロジェクト 

リサイタルシリーズ 

NAGOYA オーディション 

13:00 16:00 

公益社団法人 日本演奏連盟 

03-3539-5131 
jfm@jfm.or.jp 

関係者のみ 

7(木) 

名古屋ダブルリードアンサンブル 

サマーコンサート 2022 18:45 20:45 
クラシック名古屋 

052-678-5310 

全自由席 

前売:一般 2,000 円 

  学生 1,500 円 

当日:各＋500 円 
※未就学児入場不可 

9(土) 

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 

土屋宗太 ピアノリサイタル 
ピアノ作品の 200年を巡って 

14:00 16:00 
熱田文化小劇場 

052-682-0222 

全自由席 

一般 2,500 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人まで2,000円 

※未就学児入場不可 

10(日) 

Musica Panenka  

チェコ音楽の祭典 2022 

受賞者記念コンサート 
14:00 17:30 

主催：Musica Panenka 

共催：日本・チェコ楽友協会 
musicapanenka@gmail.com 

全自由席 

前売 2,000 円 

当日 3,000 円 
友の会会員(前売のみ)1,900円 

高校生以下無料 

14(木) 

Alejandro Viñao 
Portrait for Percussion 2022 

ヴィニャオ、現る。 

18: 45 

20:30 

主催：スティック ヴォックス 

クラヴィエ 

共催：熱田文化小劇場 
  052-682-0222 

全自由席 

一般 4,000 円 
学生・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人まで3,000円 

※未就学児入場不可 

21(木) 
愛知みずほ大学瑞穂高等学校吹奏楽部 

サマーコンサート 2022 
16:00 17:00 

愛知みずほ大学瑞穂高等学校 

吹奏楽部 
mizuhobrass@gmail.com 

無料 

26(火) 防犯講演会＆コンサート 13:30 15:35 

主催：白鳥学区連絡協議会 

問合せ先：白鳥ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

052-683-5999 

（中田 月・木 AM） 

全指定席 

無料 

（要整理券） 

27(水) ルネ音楽教室 ピアノ発表会 2022 13:00 15:00 
ルネ音楽教室 

052-898-4909 
 

28(木) 

グランドピアノ調律レクチャー 

見る・聴く・触る 

ピアノ工房ⅩⅥ 

13:00 14:45 
熱田文化小劇場 

052-682-0222 

 
700 円 
当日精算、要事前申込 

受付開始：6/11（土） 

対象：小３～中学生 

同日16時開演の山内敦子

ﾋﾟｱﾉｺﾝｻｰﾄﾁｹｯﾄ 1 枚付き 

山内敦子 ピアノコンサート 

～これも音楽!? 新しい音楽の試み～ 16:00 17:00 
熱田文化小劇場 

052-682-0222 

全自由席 700 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人まで600円 

※未就学児入場不可 

 

令和 4 年 

7 月 

チケット取扱 

チケット取扱        ：熱田文化小劇場でチケットを販売しています。 

 入場に関する事前予約方法、整理券入手方法などについては各お問合せ先までお尋ねください。 

 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。 

18:20より 

プレトーク 

 20名 

要事前申込 

チケット取扱 

チケット取扱 

無料 

チケット取扱 

チケット取扱 


