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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

ベスト・セレクション コンサート
～未来へ～

2022 ４４ /

開場開場 13:1513:15 14:0014:00

＜全自由席＞

2,０００円2,０００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 1,８００円1,８００円※未就学児入場不可※未就学児入場不可

学生学生 1,０００円1,０００円一般一般

ゲスト：松岡優（フルート）

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 ほかほか

 ～ プログラム ～  ～ プログラム ～ 
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2323 土

4月は何かと新しいことを始めたくなる季節ですね。読書は
どうでしょう︖例えば、楽器が題材となった平安時代の長編
小説はいかがでしょうか。今回はその「うつほ物語」につい
てお話したいと思います。「うつほ物語」は平安時代の貴族
の教養である「琴(きん)」という楽器をめぐって物語が進展

えいちゃんのおしゃべりタイムえいちゃんのおしゃべりタイム

熱田文化小劇場主催

7.2８

8.1０

1.5

ピアノ調律ワークショップ＆コンサート

夏休み子どもアニメ劇場

熱田神戸節ワークショップ

新春コンサート

木

水

木

2022

2023

熱田図書館連携

4.23 土

名古屋演奏家育成塾

※3月1日現在の予定につき、日時・内容を変更することがございます。
　また、このほかにも催しを予定しております。
　順次事業団HP・おーぱすに掲載していきますので、どうぞお楽しみに！

令 和 4 年 度令 和 4 年 度

イイ べべ ンン トト

カカ レレ ンン ダダ ーー

日

天野世理 ハープリサイタル

7.9 土

名古屋演奏家育成塾

土屋宗太 ピアノリサイタル

6.15 水 歌声クラシック♪

12.18 日

名古屋演奏家育成塾

大橋音子 サックスリサイタル

5.8 日 芸どころ熱田まつり！ 講談師：旭堂鱗林

2月9日に「あつたモーニングコンサートOp.85 トリオかさね ～ヴァイ
オリン・ファゴット・ピアノで奏でる春への憧れ～」を開催しました。
“色鮮やかな春“をテーマにいろいろな国の春にちなんだ曲を取り上
げお届けしました。どの曲も3人の息がよく合っていて、溶け合うよう
に重なったそれぞれの音色がとても心地よくホールに響いていまし
た。また、邦人作曲家の研究をなさっているということで取り上げた
「荒城の月」や「3つの白い風景」は学びの深さを感じさせる素晴らし

レ ポ ートあつたモーニングコンサート

三浦可菜三浦可菜 三吉彩生三吉彩生

倉橋祐佳里倉橋祐佳里

い演奏でした。
アンケートでも「日本人作曲家の
曲が聞けて良かった」「心がなご
んだ」などのご意見が多く、日本
の四季の美しさや春の音楽をお
楽しみいただけたのではないか
と思います。ご来場いただきあり
がとうございました！

トリオかさねトリオかさね

宇津保物語 万治三年版 1 俊蔭 上

していきます。物語は琴の演奏技術の伝来
や宮中行事で着る衣装、舞台上での立ち振
る舞いなどが写実的に描写されています。
音楽霊験談と主人公の物語が絡み合い、歴
史に興味がある方はもちろん、音楽に興味
がある人にとっても面白い物語だと思いま
す。全20巻で構成されているので何かを
始めたい人にうってつけかもしれません︕
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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 25 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) 

［ピアノフェスタ］ 

指導者向けセミナー 

デュエットゥのデュオ指導講座 

10:00 11:45 
PTNA 名古屋支部 

（愛知バスティン研究会） 
052-753-6275 

関係者のみ 

800 円 

2 

(土) 

［ピアノフェスタ］ 

B&B Gala Concert 

9:40 12:45 PTNA 名古屋支部 

（B&B Gala Concert実行委員会） 

052-753-6275 

関係者のみ 

800 円 
13:30 16:55 

3 

(日) 

［ピアノフェスタ］ 

Bastien Pianist Concert 

9:45 12:30 PTNA 名古屋支部 

（愛知バスティン研究会） 

052-753-6275 

関係者のみ 

800 円 
13:30 16:15 

8 

(金) 

ヒビキ piano  

1ST CONCERT TOUR 2022 
19:00 21:00 

ジーコーポレーション 
052-661-1514 

mail@g-corporation.net 

全指定席 

4,000 円 
※未就学児入場不可 

17 

(日) 

あつた 

クラシック 

フェス 

2022 

①春の音楽会

vol.11 
13:30 15:30 

主催：あつたクラシックフェス 

実行委員会 

問合せ先： 

ミュージック・ステーション 
052-734-3461 

無料 

（要整理券） 

②ファミリー 

コンサート 
16:00 18:00 

無料 

（要整理券） 

21 

(木) 
映画「歎異抄をひらく」上映会 

10:00 12:00 
株式会社チューリップ企画 

0120-901-267 

事前予約制 

全自由席 

一般 1,000 円 

小中高校生300円 
障がい者手帳等をお持

ちの方と付添 1 人 

まで半額（500 円） 
13:30 15:30 

23 

(土) 

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 

天野世理 Harp 

ベスト・セレクション コンサート 

～未来へ～ 

14:00 15:30 
熱田文化小劇場 

052-682-0222 

全自由席 

一般 2,000 円 

学生 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 人 

まで 1,800 円 

※未就学児入場不可 

23 

(土) 

名古屋中国語文化中心 

二胡発表会 
18:00 20:00 

名古屋中国語文化中心 
052-962-3722 

無料 

24 

(日) 
コンツェルト スペランツァ ⅩⅧ 14:00 16:00 

コンツェルト スペランツァ 

浅井峰子 
052-764-0798 

無料 

29 

(金・祝) 

女声合唱団フェールかんじゅ 

第 2 回 演奏会 
14:00 15:30 

フェールかんじゅ 
090-8732-1063 (高橋) 

090-8553-6651 (竹内) 
無料 

30 

(土) 

崔学東 二胡・板胡教室 

第 10 回 演奏発表会 
13:30 16:30 

主催：エモーショナルプラネット 

問合せ先:崔学東二胡・板胡教室 
052-228-0683 佳寧(ｼﾞｬｰﾆﾝ) 

cuijianing0210@yahoo.co.jp 

無料 

       ：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。 

令和 4年 

4 月 

チケット取扱 

チケット取扱  

中止 


