
Op. おーぱすおーぱす
3 

2022 
 

熱田文化小劇場 情報紙熱田文化小劇場 情報紙

第31回名古屋演奏家育成塾第31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名古屋市文化振興事業団賞受賞記念

/

＜全自由席＞

2,０００円2,０００円一般一般

土

2022年に入り、あっという間に3月ですね。3月といえば卒業
シーズン。今年度、卒業＆卒園される方、おめでとうございます！
卒業式でよく歌われる「蛍の光」と、お店の閉店時にBGMとし
て使われている曲は同じではない、ということを知っていました
か？「蛍の光」に非常によく似た曲ですが、「別れのワルツ」と
いう別の曲なのです。両曲が似ている理由は、同じ原曲から生
まれたアレンジ曲であるためです。

～ジジの　　　　　　　　コラム～ま ぐ れ 気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

レ ポ ート

1月5日、熱田神宮では『初えびす』が行われ多くの人で賑わいました。
熱田文化小劇場でも今年度からの新企画『新春コンサート　-熱田初
えびす-』を開催し、たくさんのお客様にお越しいただきました。
箏曲正絃社の皆さんによる和楽器の演奏で、宮城道雄作曲の「春の
海」や野村祐子さん作曲の「華舞歳々」、「七福神宝船」などお正月らし
い華やかな曲をお楽しみいただきました。新年の運だめし「おみくじ
コーナー」も大いに盛り上がりました。当選した方には、あつた宮宿会
様にご提供いただいた熱田区らしいプレゼントをお贈りしました。　
ご来場いただきありがとうございました‼

アッセルマン / 泉アッセルマン / 泉
ニーノ・ロータ / フルートとハープのためのソナタニーノ・ロータ / フルートとハープのためのソナタ
ワルター=キューネ / 歌劇「エフゲニー・オネーギン」の主題による幻想曲ワルター=キューネ / 歌劇「エフゲニー・オネーギン」の主題による幻想曲

ゲスト：松岡優（フルート）ゲスト：松岡優（フルート）

※未就学児入場不可※未就学児入場不可

1,８００円1,８００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

４４

1,０００円1,０００円学生学生

～ プログラム ～～ プログラム ～

2323

＼抽選スタート！／
＼抽選スタート！／

ベスト・セレクション コンサート
～未来へ～

開場開場 13:1513:1514:0014:00開演開演

コンサート動画を配信中！

「華舞歳々」

一糸乱れぬ箏・尺八。振袖・襷で叩く
太鼓の演奏は必見です。

卒業式の定番であり「別れ」を連
想させることから、いつの間にか閉
店時に流れる曲が「蛍の光」とい
う誤解を生んでしまったようです。
両曲の違いに興味を持たれた方
は、YouTubeなどで聞き比べてみ
てください。
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かぶさいさい

天野世理 Harp

事業団YouTubeチャンネル

QRコードからアクセスして
　 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 2 月 3 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 

4 

(金) 

桐朋学園大学生による 

第 13 回フリューリンク演奏会 
18:30 20:40 

フリューリンク実行委員会 

090-6805-6769（高木） 

090-2924-1495（宇野） 

全自由席 

1,000 円 

5 

(土) 

熱田区女性協議会 

第 19 回 芸能まつり 
13:30 15:30 

熱田区役所地域力推進室 

052-683-9425 

無料 
（事前申込制） 

6 

(日) 

サクソフォン・アンサンブル・ 

プチフォレ vol.6 

～Renaissance！～ 
13:30 15:30 

プチフォレ・ミュージック 
petiteforetmusic-contact 

@yahoo.co.jp 

全自由席 

前売:一般 2,000 円 

学生 1,000 円 

当日: 各＋500 円 

10 

(木) 
堀田さちこリサイタル 2022 18:25 20:30 

さちの会 

052-524-1126 

090-8552-0056 

全指定席 

前売 5,000 円 

当日 5,500 円 

15 

(火) 
熱田区防災講演会 14:00 15:30 

熱田区役所 

052-683-9414 (総務課 野末) 
a6839411@atsuta.city.nagoya.lg.jp 

無料 

16 

(水) 
オペレッタ名曲コンサート 14:00 16:00 

音楽企画「安」 
070-4810-1727 

info.ticket.an@gmail.com 

全自由席 

4,000 円 

※未就学児入場不可 

17 

(木) 
Farewell concert 2022 18:00 20:00 

Farewell concert 2022 

farewellconcert2022@gmail.com 
無料 

（全指定席、要事前予約） 

18 

(金) 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 

吹奏楽部 第 13 回定期演奏会 

17:30 19:30 愛知みずほ大学瑞穂高等学校 

吹奏楽部 

mizuhobrass@gmail.com 

無料 
（全指定席、要整理券） 19 

(土) 
14:00 16:30 

24 

(木) 

中京大学附属中京高等学校 

吹奏楽部 第 15 回定期演奏会 
13:30 15:30 

中京大学附属中京高等学校 

吹奏楽部 
052-761-5311 

（吹奏楽部顧問 右高・前田） 

無料 
（要整理券） 

26 

(土) 
第13回 Dance Space Sey発表会 18:00 20:00 

Dance Space Sey 

090-2925-1620（山本） 
関係者のみ 

27 

(日) 
第 25 回 ジングクライス演奏会 15:30 18:30 

ジングクライス演奏会 

090-2924-5275(古田) 

全自由席 

1,000 円 
（当日のみ） 

※未就学児入場不可 

29 

(火) 

名古屋市立豊国中学校合唱部 

Spring Concert 2022 
14:30 16:30 

名古屋市立豊国中学校 

052-481-4191(田舎片) 
無料 

31 

(木) 
アルカンシエル コンサート 13:30 15:30 

アルカンシエル 

arcencielniji25@gmail.com 

全自由席 

前売 2,000 円 

当日 2,500 円 
※未就学児入場不可 

 

令和 4 年 

3 月 

      ：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。 

チケット取扱  

チケット取扱 

チケット取扱 

中止 

中止 


