
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5年

4月

＊諸事情により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
(日)

ピアノ発表会 13:00 15:30
勝家 美恵
090-4791-3150

無料(関係者のみ)

9日
(日)

アート・リー
30周年記念コンサート
“こぶし”名古屋公演 14:00 15:30

和太鼓TOKARA
0265-59-8768

全自由席
大人 3,000円
高校生以下 2,000円
友の会会員(前売のみ)

2,500円
※未就学児入場可、
ひざ上鑑賞は無料。

22日
(土)

第四回 横笛の集い 11:00 18:00
横笛 苑の会
福原
090-1478-6244

無料(関係者のみ)

23日
(日)

garret映画「陰謀論カオス」
上映会・舞台挨拶

①13:00
②16:00
③18:30

①15:00
②18:00
③20:30

garret Entertainment
藤岡
090-6276-6624

全自由席
大人 1,500円
中高生 1,000円
小学生 500円

…北文化小劇場にてチケット取扱い
チケット
取扱い

The Polar Star Jazz Orchestra
6回目のコンサートが大盛況のうちに幕を閉じました。

ご来場いただいた皆様、誠にありがとうございます!!

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。

ホール競合受付

利用月 受付期間

2024年 4月分 2023年 4月1日（土）～5日（水）

2024年 5月分 2023年 5月2日（火）～5日（金）

2024年 6月分 2023年 6月1日（木）～6日（火）

練習室単独利用受付

利用月 受付開始

2023年 6月分 2023年 4月1日（土）～

2023年 7月分 2023年 5月2日（火）～

2023年 8月分 2023年 6月1日（木）～

北文化小劇場だより
2023年

4月

チケット
取扱い

チケット
取扱い



伝統文化アドバイザー連載エッセイ 第一回 劇場近くのお店紹介 第66回 ～ヤシロ珈琲～

ヤシロ珈琲
北区八代町2-119 司ビル第2・1階
TEL 080-3670-0912
営業時間 6:30～15:00(なくなり次
第終了)
定休日 日曜及び隔週月曜(詳細は
インスタグラムでご確認ください)
https://www.instagram.com/yashir
ocoffee
地下鉄黒川駅より徒歩15分

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

今月ご紹介するヤシロ珈琲は、当劇場から徒歩4分の所にあるお店です。2018年の10月にOPENし
ました。

朝は早く6時30分の開店ですが、モーニング目当てのお客様が多く来店されるそうです。モーニ
ングのメニューは、ドリンク代のみの「モーニングサービス」とドリンク代+αの「モーニング
セット」があり、それぞれ種類も豊富です。開店直後のお客様が落ち着いた8時台になると、ゆっ
くりご利用できそうですよ。

11時30分からのランチタイムにはお待ちかねのハンバーガーが提供されます。ハンバーガー
ショップでの勤務経験を持つ店主の古川さんは、作り置きせずオーダー毎に作ります。こだわりの
胚芽パンと牛100％の手こねパティ、たっぷりの生野菜、ピリ辛風味の特製ヤシロソースが魅力で
す。ピリ辛はちょっと苦手？という方には「アボカドバーガーは女性に人気ですよ」（古川さん）
との事。ハンバーガーにはフライドポテトが付きますし、セットにすると更にドリンクとサラダも
付きます。ドリンクはコーヒーをはじめ、種類豊富なのですが、レモンがたっぷり入った自家製レ
モネード（温、冷あり）も魅力的です。

ハンバーガーの他に、ホットドックやサンドイッチ等のパンを中心とした軽食も提供しています。
落ち着いた佇まいの店内は、古川さんのこだわりが感じられます。椅子はジャパニーズモダンの

最高峰ともいわれる「パーシモンチェア」、壁に貼られたポスターは「ダネーゼ（イタリアの雑貨
店）」のものです。パーシモンチェアは古川さんが以前家具屋さんでみかけて、店を出す時は是非
にと、東京のお店から取り寄せたものだそうです。

「揚げたて、作り立てを提供しています。ただしお時間はいただきますので、余裕をもってお越
し下さい。」(古川さん) とはいえ、ファーストフード店ほど早くはないというだけで待ち時間は、
10分～15分程度です。その日の材料がなくなり次第閉店されるそうですので、早めにお出かけする
のが良さそうですね。

催物等へご来場されるお客様へのお願い

「不易流行」俳聖 松尾芭蕉の言葉だ。
今の流行と伝統の良いところを織り交ぜ、新しいものを生み出す、和の伝

統文化、芸能というものは本来こうであるべきと私も思う。
コロナによって大きな打撃を受けたエンターテインメントの世界、特に劇

場を中心に活動する者はその存続すら危ぶまれた。我々、和太鼓の業界も、
多くのチームが解散を余儀なくされた。和太鼓の響きは直接体に響くからこ
そ意味がある…しかし、人と接してはいけない、ネットやデジタルで仕事を
する時代に入り、我々も試行錯誤しながら、和太鼓の楽しさを広げようと努
力した。YouTubeやTikTokでの映像コンテンツの配信、ZOOMでの和太鼓指導、
撮影した動画にオリジナルの曲とデジタル音を合わせ配信する等、まさに
「不易流行」を現じてみた。

そのおかげで、今までにない斬新な作品がいくつか生まれ、新しい可能性
に気づく事もでき、新しいファンや応援してくださる方との出会いも生まれた。

コロナが負の要素だけを生み出したわけではない、とも感じられるようになったころ、終息に向か
い、舞台にもお客様が戻り始めた。この約３年間、死に物狂いで活動を維持し続けた今だからこそ、
改めて感じる、劇場のありがたさ、お客様のありがたさ。その感謝の思いを熱と力に変え、一人でも
多くの方に、「感動と元気」を届けたい。そんな舞台人が、春の訪れとともに、今までにない、和の
伝統と現代の流行のコラボから生まれる斬新な作品を引っ提げ、手ぐすねを引いて皆様をお待ちして
います。
「お帰りなさい！ようこそ劇場へ！」

店舗外観

【和太鼓】第1回「元気の種をまきましょう！」

北文化小劇場主催事業ラインナップ 2023年-2024年

転輪太鼓グループ代表
國分入道光雲 先生

レタスたっぷり
ヤシロバーガー

レモンたっぷりレモネード

転輪太鼓
ホームページ

7月
ぶんしん0・1・2

「ベビーウェルカムコンサート」
日時：7月29日(土) 10:30(予定)
出演：フライングドクター
料金：ペア1,500円 シングル800円

12月
あの頃の歌コンサート(仮)
日時：12月9日(土) 時間未定
出演：菊池京子、西元佑 ほか
料金：1,500円

8月
朝っぱら!コンサート

「モーニングジャズ」
日時：8月26日(土) 10:30(予定)
出演：伊藤寛哲 ほか
料金：1,500円

2024年

2月
芸どころ名古屋公演
日時：2月18日(日) 時間未定
※詳細は決まり次第お知らせいたします。

10月
ふれあい文化事業

「3ガガヘッズLive Show」(仮)
日時：10月7日(土) 時間未定
出演：3ガガヘッズ
料金：1,000円

3月
The Polar Star Jazz Orchestra
7th Concert
日時：3月9日(土) 時間未定
料金：1,000円

お子様向け

コンサート

演芸

コンサート

伝統芸能

コンサート

掲載しているイベントの他にも開催予定のものがございます。ぜひ、お出かけの予定の一つに加えてみてください。
※変更や中止の場合がございます。お日にちが近くなりましたら、劇場のホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

「伝統芸能共育コーディネーター」は「伝統文化アドバイザー」へと生まれ変わります。新たなジャンル、「和太鼓」
「尺八」「端唄」「生け花」の専門アドバイザーを迎え、月替わりでエッセイをお届けします。質問や相談も承ります。

4月からリニューアル！

おしゃれな内装

施設事業レポート

北文化小劇場にて活動している市民参加のジャズビッグバンド、The Polar Star Jazz Orchestraの6回目となるコンサー
トを開催しました。毎年、一年の集大成を披露する場として開催していますが、今年は座席の制限も緩み、大変多くのお客
様に演奏をお楽しみいただくことができました。

ポーラスターのテーマ曲から始まり、「In the Mood」や「Take the “A” Train」等のおなじみの曲から「Hit the 
Bricks」や「New Blues」、「Groovin’ Hard」等、難易度の高い曲にも挑戦しました。
アンコールを含めて12曲、たっぷり90分の演奏をお楽しみいただきました。今年練習を
始めたばかりの曲も何曲かありましたが、メンバー一人一人が楽しんで演奏している姿
が印象的でした。曲によってメンバーの入れ替わりがありますが、舞台袖で待機してい
るメンバーもノリノリで手拍子をしながら盛り上がっていました。

お客様からのアンケートでは、「スイングジャズ最高。とても楽しかったです。」
「北区にこんな文化芸術性の高いジャズバンドがあることに驚きです。素晴らしい。」
と大変好評でした。初めてお越しいただいたお客様もいらっしゃり、迫力ある演奏に感
激されていました。演奏を通してより多くのお客様にPSJOのことを知っていただき、ジャ
ズが好きな方が増えると嬉しいです。

お越しいただいた皆様、ありがとうございました！来年は3月9日(土)に開催予定です！

3/4(土)「The Polar Star Jazz Orchestra 6th Concert」を開催しました！

＊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。

コンサートの様子
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