
お問い合わせ アクセス
TEL 052-910-3366 FAX 052-910-3367 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

北文化小劇場 催し物ご案内
令和4年

9月

＊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。

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

開催日 催事名 開演 終演 問い合わせ先 入場料

2日
(金)

STORY MAGIC LIVE
「魔法使いの頭の中
～最初に笑った日～」

19:00 未定 TBSラジオイベントダイ
アル
03-5570-5151
(平日10:00～12:00/
13:00～17:00)

全指定席
大人 4,600円
子ども(中学生以下)

2,600円
(当日は各200円増し)
※3歳以下は入場不可
※車椅子でご来場の場合
は、事前に問い合わせ先
へご連絡ください。

3日
(土)

12:00 未定

4日
(日)

スタジオクララ
第15回バレエ発表会

17:00 19:30
スタジオクララ
0568-31-7827

無料(要整理券)

8日
(木)

経営教室(第2回)
職場のハラスメント防止講演会

13:30 15:00

公益社団法人
名古屋北法人会
915-3886
(FAX 915-3850)

無料(要事前申込)

10日
(土)

hula 20th ANNIVERSARY
「ハーラウ アロハ オハナ」

12:30 15:30
ハーラウ アロハ オハナ

090-1101-6457
無料(要整理券)

17日
(土)

朝っぱら!コンサート

「午後までモーニングジャズ」 ①10:30
②14:30

①11:30
②15:30

北文化小劇場
910-3366

時間指定・全指定席
一般 1,500円
友の会会員(前売のみ)、
障がい者等 1,300円
※未就学児入場不可

19日
(月・祝)

Floraison
フロレゾン vol.5

①16:00
②19:00

①17:05
②20:05

HOMEY DANCE STUDIO
080-4385-1388

全自由席 4,500円

24日
(土)

0歳からの親子ではじめてクラ
シック♪ vol.6《名古屋公演》

11:00 11:45

一般社団法人
愛知音楽団Colors
090-9179-9985

全自由席
親子ペア券 1,000円
(追加券／大人500円・
子ども200円)

コンサートへ行ってみよう！
《名古屋公演》 14:00 15:30

全自由席
親子ペア券 1,500円
(追加券／大人800円・
子ども500円)

25日
(日)

TBB Autumn Fes 16:00 17:30
Theater BamBoo
090-1826-2069

全指定席 500円

北文化小劇場だより
2022年

9月

2022.10.8(土)

13:30 開演 (13:00開場)

17:30 開演 (17:00開場)

チケット好評発売中！
＜時間指定・全指定席＞

一般 1,500円
友の会・障がい者等 1,300円

チケット
取扱い

…北文化小劇場にてチケット取扱い
チケット
取扱い

マジシャン

チケット
取扱い



伝統芸能共育コーディネーター連載エッセイ 第七十六回 北区のお店紹介 第59回 ～スパイスカレーやまだ～

スパイスカレーやまだ
北区元志賀町1-2
地下鉄黒川駅より徒歩5分
営業日はインスタグラム
(@spicecurry_yamada)参照のこと
営業時間 11:00～14:00

17:00～19:00

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

施設事業のご案内

今月は、おうちでテイクアウト専門のスパイスカレー屋を営んでいる、スパイスカレーやまだ
を紹介します。
黒川駅北側の住宅地の中にあるお店は、営業日のみ勝手口の青い扉が開きます。奥へ進み、ド

アを開けるとカウンターでカレーを販売しています。メニューは定番のチキンカレーと週替わり
のカレー、それに副菜とご飯がセットになったものです。（別途トッピングあり）
店主の山田美穂さんにお話を伺いました。

―スパイスカレー屋を始めたきっかけは？
「学校を卒業後、舞台の裏方の仕事をするため東京の会社に就職したのですが、2020年～のコ

ロナ禍でほぼ在宅の状況になりました。その間にキッチンカーでカレーを販売する機会があり、
飲食の仕事をしようと思い立ちました。翌2021年の3月には会社を辞め、名古屋へ帰り、名古屋
の親族の家でカレー屋を始める話が進み、2021年10月に開店。今に至るという感じです。」
―営業日は不定ですが、今後営業日を増やす予定はないのですか？
「実は舞台の裏方の仕事をフリーランスで続けており、カレー屋と舞台の仕事と両立させたい

と思っているので、これ以上営業日は増やせません。」
カウンターの奥にある厨房には40種類以上のスパイスが並んでいます。カレーの作り方をお聞

きしたところ、その中から約15種類のスパイスを使うそうです。山田さんいわく「合唱で唄う人
が増えるとハーモニーがよくなるのと同様、使うスパイスは多いほど風味がよくなる。」との事
です。そして最後に黒糖を入れるのが決め手とか。「黒糖を入れると甘味やコクが出て食べやす
くなる」そうです。スパイスカレーを自作する時に試してみたいですね。
―どんなカレー屋を目指していますか？
「スパイスカレー屋ですが、辛すぎず老若男女みんなに親しまれる食べやすいカレー屋を目指

しています！(普通の)ルーのカレーのように親しまれるカレーを作り、おじいちゃんやおばあ
ちゃんにも食べてもらいたいです。」

箏曲って？第19回「光崎検校と五段砧」

催物等へご来場されるお客様へのお願い

＊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。

今回は、箏曲「五段砧」(ごだんぎぬた)と作曲者の光崎検校(みつざきけんぎょう)についてのお話で
す。
光崎検校(生年不詳-1853年頃)は、19世紀前半に京都で活躍した地歌三味線・箏演奏家であり作曲家

です。
地歌三味線を一山検校(いちざんけんぎょう)に、箏曲を八重崎検校に師事。すでに当時、先の音楽家

たちにより地歌三味線音楽の作曲や演奏技巧の開発が頂点に達していた中において、新たな方向を様々
に模索した光崎検校は、そのひとつとして、江戸時代初期の音楽である三味線組歌や箏組歌、段物をよ
く研究し、自らの曲にも取り入れ作曲しました。
また、三味線はもちろん、箏の名手、八重崎検校の弟子ということもあり、箏にも非常に堪能で、自

作曲のうちいくつかは、自ら箏の手を付けており、一つの曲で三味線、箏の両パートを作ったのは光崎
検校が最初と言われています。当時、箏が江戸中期以来、三味線の後続として発展して来つつ、いまだ
開拓の余地があることに注目し、箏のみの音楽を再び作り出したことは特に重要な功績で、後の邦楽の
新たな方向付けとなりました。
作風は精緻で端正かつ理知的、気品と風格があり、高度な技術が要求される曲を多く作曲、作品の一

つ「五段砧」はきわめて複雑精緻に作られた箏の高低二重奏曲です。
「段」とは＜短い楽章＞のことで、「五段砧」は曲名の通り、5つの段(短い楽章)が連なった曲です。
「砧(きぬた)」とは、昔各家庭で夜に行われていた、布を叩いて、シワを伸ばしながらツヤを出す、

その道具や作業のことを指します。
その音は、秋の夜に遠くまで響き、いかにも秋らしい趣を表すものとして、様々に音楽化されていま

す。「五段砧」は、砧の音楽的リズムを基本に、様々な手法や旋律で編曲されている曲です。

＜歌詞＞
花は吉野よ
紅葉は高雄、松は唐崎、霞は外山
いつも常盤の振りは、
さんざ、しらおしや
とにかく想はるる

マイルドチキンカレーと
海鮮出汁のキムチキーマ＋
ヤムニョムチキントッピング

10/8（土） ふれあい文化事業「マジックショー」 【好評発売中】

営業日に入口が開きます

目を見張るイリュージョンから皆様と一緒に行う参加型のマジックまで驚きの連続！！
名古屋市北区出身のマジシャン、Toshikiによる奇跡の瞬間を目の前でご体感ください！
当日、覚えて帰れるマジックもあるかも？！

日 時：令和4年10月8日(土)
昼の部／13:30開演(13:00開場) 夜の部／17:30開演(17:00開場)
公演時間：約60分(休憩なし)

会 場：北文化小劇場ホール
料 金：＜時間指定・全指定席＞

一般 1,500円 友の会・障がい者等 1,300円
※未就学児入場不可。

出 演：マジシャン Toshiki Maya
＜プロフィール＞
幼少期にマジックに目覚め米ロサンゼルスでプロデビュー。ハリウッドにそびえ立つ世界中のマジシャンが集結
するマジックの殿堂“マジックキャッスル”の公式メンバーに日本人最年少で認められる。同国で開催されたマ
ジックの世界大会でグランプリを受賞し、米映画にマジシャン役で出演を果たす。帰国後は自身のショーを展開
する傍ら、大規模コンサートのイリュージョン演出やテレビ番組の著名人へのマジック指導を行っている。

40種類以上のスパイス

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。

ホール競合受付

利用月 受付期間

2023年 9月分 2022年 9月1日（木）～6日（火）

2023年10月分 2022年 10月1日（土）～5日（水）

2023年11月分 2022年 11月1日（火）～5日（土）

練習室単独利用受付

利用月 受付開始

2022年11月分 2022年 9月1日（木）～

2022年12月分 2022年 10月1日（土）～

2023年 1月分 2022年 11月1日（火）～

箏曲演奏家

岡崎美奈江 先生

二重奏の様子

マジシャン Toshiki Maya

厨房

定番のマイルドチキンカレー


