令和4年

北文化小劇場 催し物ご案内

5月
開催日

催事名

開演

終演

芸どころ名古屋何でも演奏会

10:00

12:30

1日
(日)

普大寺伝西園流本曲伝承会

13:00

16:00

問い合わせ先

入場料

尺八西園流・西園会
(大重)
090-8679-2672

無料
(要整理券）

5日
(木)

ひと組プロデュース
時代横町 2022

14:00

16:20

ひと組
090-2689-2170
(FAX 052-709-4118)

日時指定・全自由席
一般 3,500円
(当日は500円増し)
ええころ長屋
(ご本人のみ)
3,000円
団体(10名以上)
1名3,000円

14日
(土)

日食なつこ 蒐集行脚

17:30

未定

㈱サンデーフォーク
プロモーション
320-9100

全指定席
6,500円

15日
(日)

宗家藤間流 花ふじ会
－春の花ふじ舞踊会－

13:00

15:40

藤間勘楊花
090-9197-3163

無料
(要整理券）

㈱オフィスパフォー
マンスラボ
398-5551

全指定席
大人 2,500円
小人(中学生以下)
1,500円
(当日は各500円増し)

国賠同盟名古屋北支
部(富安)
915-7012

全自由席
1,000円

6日
(金)
7日
(土)
8日
(日)

21日
(土)

28日
(土)

DEAR
～ウソつきの「私」～

わが青春つきるとも
－伊藤千代子の生涯－
チケット
取扱い

チケット
取扱い

①15:00 ①17:00
②18:30 ②20:30

13:30

15:40

…北文化小劇場にてチケット取扱い

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため催し物が中止となる場合がございます。開催の有無につきましては、
上記問い合わせ先までご連絡ください。ご来場の際は、感染防止対策にご協力をお願いいたします。
＊非公開の催し物や練習でのご利用等のため掲載のない催し物もございます。予めご了承ください。
＊催し物の時間、内容等が変更になることがございます。

お問い合わせ
TEL 052-910-3366

FAX 052-910-3367

アクセス
名古屋市北区志賀町4丁目60-31
地下鉄名城線「黒川」下車4番出口から北へ徒歩12分

広告募集中！
掲載料1枠5,000円/年
ご希望の方は北文化小劇場まで
TEL 052-910-3366

2022

6.30 thu

The Polar Star Jazz Orchestra
新規参加者オーディション開催
※要事前申込

北区の施設紹介 第55回 ～なごや若者サポートステーション～

伝統芸能共育コーディネーター連載エッセイ 第七十二回
箏曲って？

第18回「八重衣」

地歌箏曲、手事物(てごともの)に「八重衣(やえごろも)」という曲があります。地歌箏曲演奏者の憧
れの1曲です。石川勾当（いしかわこうとう）により江戸時代後期に作曲されました。
作曲者石川勾当の三つ物と呼ばれる三難大曲(八重衣、新青柳、融)の1つで、歌詞は、当時大流行し
ていた小倉百人一首から「衣」にちなんだ歌を5首集め、季節順に並べ、最後の歌の下の句(衣片敷き
独りかも寝ん)が反復されています。
作曲当時は、他の検校や勾当に疎まれ、広く世にでることはありませんでしたが、後年、箏の手付け
(箏のパートを作曲)を、京都で活躍していた八重崎検校（やえざきけんぎょう）が行い、再発掘され、
屈指の名曲として現在まで演奏されています。
京流手事物の一大傑作といわれている大曲は、三絃、箏ともに高度な技巧が用いられた難曲で、作曲
者自身も上手くは弾けなかったと言い伝えられえるほどです。
箏曲演奏家
岡崎美奈江 先生

＜歌詞＞ ※小倉百人一首より
君がため 春の野に出でて 若菜摘む
我が衣手に 雪は降りつつ
春過ぎて 夏来にけらし 白妙(しろたへ)の
衣干すてふ 天の香具山
み吉野の 山の秋風 さ夜更けて
ふるさと寒く 衣打つなり
秋の田の かりほの庵(いほ)の
我が衣手は 露にぬれつつ
きりぎりす
衣片敷き
衣片敷き

百人一首

苫(とま)を粗(あら)み

なごや若者サポートステーション(なごサポ)は、現在就職に不安を持つ方が自立しようと一歩踏み
出すことを支援する厚生労働省委託の支援機関です。同様の施設は全国に現在176か所あり、なごサ
ポはユースクエア(青少年交流プラザ)内に拠点を置いています。
今日はセンター長の金武さんと松田さんにお話を伺いました。
－利用者の方はどのような段階をたどるのですか？
「まずは連絡いただいて面談を行い、対象者かどうかを判断します。」
－対象となる方はどのような方ですか？
「年齢は15歳～49歳。(就職氷河期も対象)現在働いてなくて学生でない。(新卒の就職活動や転職
活動は対象外)本人に働く意欲のある方です。利用者の平均年齢は27歳です。」
「登録後は、個別面談(50分)と共にプログラムを体験します。プログラムは、グループワーク(利
用者同士のサークル活動)、パソコン、ビジネスマナー講座などです。面談ではわかりにくい素の部
分がサークル活動の中で見えてきます。本人の気づかない特性、向き不向きなどを見極めます。活動
に慣れてきたところで職場体験に参加し、自信がついてきたら、就職活動へ踏み出します。なごサポ
では具体的な職のあっせんはしませんが、ハローワークに紹介するなどのサポートは行います。」
他に年に1回、誰でも参加できる「天職発見フェア」という職場体験先の企業説明会を開催してい
ます。それは「即採用、働く」ということではなく、職業への理解を深め、働くイメージを具体的に
持ってもらう目的で行っています。
－何か皆さんにメッセージはありますか？
「就職活動を一人で行うのは不安なものです。誰かに自分の事を話すことで気持ちが楽になったり、
視野が開けたりします。キャリアコンサルタントの資格を持つスタッフがお話をおうかがいしま
す。」(金武さん)
「私たち2人とも就職氷河期世代で様々な職業についてきました。就職活動の厳しさを身をもって
体験しています。」(松田さん)
「まずは気楽にお問い合わせを」との事でした。

なごや若者サポートステー
ション
北区柳原3-6-8ユースクエア1F
地下鉄名城公園駅より500m
TEL 700-2396
開所時間 10:00～18:00（第
2・4の金～21時）
日・月・祝日定休

鳴くや霜夜のさむしろに
独りかも寝ん
独りかも寝ん
地歌演奏の様子

The Polar Star Jazz Orchestra 2022 新規参加者オーディションのお知らせ
The Polar Star Jazz Orchestra(以下PSJO)は、世代を超えて集まった参加者の相互交流と、音楽を通じた街の魅力創出
に貢献することを目的に平成27年6月に結成された市民参加型のビッグバンドです。2022年の新たな参加者をオーディショ
ンにて募ります。
日 時：令和4年6月30日(木)18:00～ ※要事前申込
会 場：北文化小劇場
募集パートおよび人数：①アルトサックス ②テナーサックス ③バリトンサックス ④トランペット
⑤テナートロンボーン ⑥バストロンボーン ⑦ギター ⑧ベース ⑨ピアノ ⑩ドラムス
全パート若干名
応募資格：①2022年6月1日時点で18歳以上かつ、応募するパートの楽器をを所有している方
②楽器の演奏経験があり、楽譜が読める方
③毎月の練習（基本木曜日17:30～20:30）に参加できる方
④PSJOの一員として継続して演奏活動に参加する意欲のある方
⑤PSJOの一員として積極的にイベントや公演に協力できる方
⑥劇場が定めるPSJO参加規約に同意し、遵守できる方
選考方法：申込書の記載内容及び自由演奏をもとに選考いたします。
申込方法：参加申込書に必要事項をご記入いただき、北文化小劇場へ郵送・FAX・持参にて
お申込みください。
締 切：2022年6月21日（火）17:00必着
北文化小劇場HP
★募集要項、参加申込書については4月中に北文化小劇場のHPへアップする予定です。

ユースクエア外観

待合場所

なごや若者サポートステーション
ユースクエアの1Fにあります

天職発見カードが
職業への理解を深めます

ホール競合受付＆練習室単独利用受付のご案内
ホールは文化活動でのご利用の場合、1年前からお申し込みが可能です。また、練習室単独でのご利用の場合は、使用する月
の2ヶ月前からお申込みが可能です。
●受付時間／9:00～20:00（休館日を除く）
●休 館 日／月曜日（休日の場合はその直後の平日）、年末年始(12月29日～1月3日)
* 受付期間については、変更となる場合がございます。ご利用を検討されている方は事前に劇場までご連絡ください。
* 施設の空き情報は事業団HP https://www.bunka758.or.jp/ からもご覧いただけます。

練習室単独利用受付

ホール競合受付
利用月

受付期間

利用月

受付開始

2023年 5月分

2022年 5月1日（日）～5日（木）

2022年 7月分

2022年 5月1日（日）～

2023年 6月分

2022年 6月1日（水）～5日（日）

2022年 8月分

2022年 6月1日（水）～

2023年 7月分

2022年 7月1日（金）～5日（火）

2022年 9月分

2022年 7月1日（金）～

催物等へご来場されるお客様へのお願い

広告募集中！
掲載料1枠50,000円／年
ご希望の方は北文化小劇場まで
TEL 052-910-3366

＊状況よっては公演を
中止する場合がござい
ます。最新情報は劇場
のfacebookページにて
ご案内しますので、事
前のご確認をお願いい
たします。

