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熱田文化小劇場 情報紙熱田文化小劇場 情報紙

春の訪れ　トロンボーンが奏でる天使の歌声

＜全自由席＞

1,０００円

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 ８００円

２２ 2828
開場開場

※未就学児入場不可※未就学児入場不可

10:0010:00

10:3010:30
11:3011:30

/ 火

※客席定員を制限しています※客席定員を制限しています

J .S .  バッハ / 主よ人の望みの喜びよ BMV147J.S .  バッハ / 主よ人の望みの喜びよ BMV147
A. ヴィヴァルディ /  協奏曲 第1番  RV269 「春」より 第3楽章A. ヴィヴァルディ /  協奏曲 第1番  RV269 「春」より 第3楽章
E. ボザ / 4本のトロンボーンのための3つの小品E. ボザ / 4本のトロンボーンのための3つの小品

2023

開演開演

かれこれ50年前までの大晦日の夜といえば、熱田神宮お膝元に在

るわが家周辺は、『紅白歌合戦』が終わる時刻になると徐々にざわ

つき始めるのが恒例だった。車で初詣に来る人たちが駐車できる

場所を探して住宅地内の道路をひっきりなしに通り抜けて行く。その

騒々しさのなかで「新しい年が来るんだ」という気分に浸ったものだ。

それが一変したのは、地下鉄名城線の新瑞橋～金山間が開通し、

「神宮西駅」と「伝馬町駅」ができてから。多くの参拝客は地下鉄を

利用するようになり、交通規制も厳しくなった。そんなわけで、わが家

界隈の大晦日の夜は、普段の夜と変わらず静かになってしまった。　

車は来ない、人も来ない、もしかしてお正月も来ないのか？ふぅ…。

さて、2023年の熱田文化小劇場は「新春コンサート ～熱田

初えびす～」で幕を開けます。お正月らしく雅な箏の演奏を

お楽しみいただければ幸いです。よい年になりますように♪

かれこれ50年前までの大晦日の夜といえば、熱田神宮お膝元に在

るわが家周辺は、『紅白歌合戦』が終わる時刻になると徐々にざわ

つき始めるのが恒例だった。車で初詣に来る人たちが駐車できる

場所を探して住宅地内の道路をひっきりなしに通り抜けて行く。その

騒々しさのなかで「新しい年が来るんだ」という気分に浸ったものだ。

それが一変したのは、地下鉄名城線の新瑞橋～金山間が開通し、

「神宮西駅」と「伝馬町駅」ができてから。多くの参拝客は地下鉄を

利用するようになり、交通規制も厳しくなった。そんなわけで、わが家

界隈の大晦日の夜は、普段の夜と変わらず静かになってしまった。　

車は来ない、人も来ない、もしかしてお正月も来ないのか？ふぅ…。

さて、2023年の熱田文化小劇場は「新春コンサート ～熱田

初えびす～」で幕を開けます。お正月らしく雅な箏の演奏を

お楽しみいただければ幸いです。よい年になりますように♪

「お気楽生活、時々ため息」「お気楽生活、時々ため息」Ohさんの

終演終演

♦ プログラム ♦♦ プログラム ♦

トロンボーン・クァルテット・バルコントロンボーン・クァルテット・バルコン

髙野 真帆髙野 真帆
たかの　まほたかの　まほ

木村 純季木村 純季
きむら　すみききむら　すみき

山家 隆司山家 隆司
やんべ　りゅうじやんべ　りゅうじ

川上 龍川上 龍
かわかみ   りゅうかわかみ   りゅう

Trombone Quartet BalconTrombone Quartet Balcon

一般一般

2023

11 55/ 木

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 １,８００円

開演 終演

11:0011:00 12:3012:30

一般一般

出演：箏曲 正絃社

協力：あつた宮宿会

全自由席全自由席

曲目：蓬莱島縁起、七福神宝船、春の海  他

※客席定員を制限しています※客席定員を制限しています

(予定)

野村祐子・野村峰山

開場

10:3010:30

２,０００円
１,０００円高校生以下高校生以下

※３歳以下のお子様は保護者の膝上で鑑賞の場合無料※３歳以下のお子様は保護者の膝上で鑑賞の場合無料

14:3014:30 16:0016:0014:0014:00
①
②

おみくじコーナーもあります！お楽しみに！

新春新春コンサートコンサート
ー熱田初えびすーー熱田初えびすー

箏箏

野村 峰山
人間国宝（重要無形文化財保持者）

他他

2022年にはじまった「新春コンサート」で

は、野村祐子さんの箏曲正絃社とともに

尺八の野村峰山さんが出演しています。

夏ごろ、嬉しいニュースが飛び込んでき

ました。なんと野村峰山さんが人間国宝

に認定されるというのです。芸能分野で

は東海地方初の人間国宝とのこと。

新春コンサートは気軽に楽しんでいただ

けるよう、チケット代はお手頃価格の

2,000円ですが、人間国宝が出演するのだ

から値上げしようかと一瞬考えてしまい

ました。しかし思いとどまり、お値段据

え置きです！この機会をお見逃しなく！

父の手ほどきで尺八を学び、のち
人間国宝・山本邦山師に師事。
都山流尺八本曲コンクール、検定
試験などにて若くして頭角を現す。
文化庁芸術選奨文部科学大臣賞
他受賞多数。峰山会主宰。

野村 峰山（のむら ほうざん）

前回の新春コンサート動画

さんが

　　　　　　　　に

　　認定されました！

是非ご覧ください！



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 11 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 

5 

(木) 

 

新春コンサート 

－熱田初えびす－ 

 

① 

11:00 

 

② 

14:30 

 

12:30 

 

 

16:00 

熱田文化小劇場 
052-682-0222 

全自由席 

一般  2,000 円 
高校生以下 1,000 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1名まで1,800円 
※3歳以下のお子様は保護者 

の膝上で鑑賞の場合無料 

7 

(土) 

第 16 回 

東海ジュニアピアノコンクール 

及びオーディション 

受賞記念披露コンサート 

12:15 15:00 
日本ピアノ研究会 

050-3591-4309 (事務局) 
無料 

19 

(木) 
令和 5 年 熱田区消防表彰式 10:00 11:00 

名古屋市熱田消防署 
052-671-0119 

(総務課 新美) 

関係者のみ 

21 

(土) 

混声合唱団 VoxMEA 

第 10 回演奏会 
17:30 19:30 

混声合唱団 VoxMEA 

090-3839-8241 (田中) 
hiroki.tanaka.3030.2965.169@gmail.com 

全自由席 

1,000 円 

22 

(日) 

 

鈴木聡太＆折元萌香 

Piano Joint Concert 

 

13:00 15:00 

聡太＆萌香 

ジョイントコンサート実行委員会 
090-3620-5994 (折元) 

piano.joint.con@gmail.com 

全自由席 

2,500 円 

 
      ：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 5 年 

1 月 

チケット取扱 

チケット取扱  

チケット取扱 


