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坂下

年間６回開催している「めいとうなつかシネマ」。1930～50年代の作品をメイン
に上映しています。今年度は「美女ありき」「上海特急」「ニューオリンズ」
「巴里の屋根の下」を上映し、残すはあと２回。上映作品を大調査しました！

めいとうなつかシネマ
「ニノチカ」

1月12日㊍10時/14時
全自由席500円 ※販売中

担当者あさののコメント
歯に衣着せぬセリフ、笑
いをとる絶妙なテンポ。
これくらいのユルさがい
つか現実になってほしい
なぁ…。

年公開｜制作国アメリカ｜モノクロ｜上映時間 107
分
1934
監督 マーク サンドリッチ｜出演 フレッド アステア︑ジンジャー ロジャース

コンチネンタル

邦題はヨーロッパ大陸⁉
アメリカ人ダンサーのガイ（フレッド･アステア）はロンドンで助けたミミ
（ジンジャー･ロジャース）に一目惚れ。愛する彼女にもう一度会うため、名前
も住所も分からないまま街中を探し回ります。やっとの思いで見つけ、猛ア
タックしますがミミはつれない返事ばかり。実はミミは既婚者。しかし愛情
の冷めた夫との離婚を考えており、ガイの友人でもある弁護士のエッグバー
トに離婚調停を依頼するのですが…。
主題歌の「コンチネンタル」はアカデミー賞主題歌賞受賞。映画史上最高のダ
ンシング･ペアとされた「アステア＆ロジャース」コンビの主演第一作。音楽
もダンスも最高のミュージカル映画です。
邦題である「コンチネンタル」とはヨーロッパ大陸のこと。内容と関連がない
と「離婚協奏曲」という副題が後々加えられたそうです。
めいとうなつかシネマ
「コンチネンタル」

3月2日㊍10時/14時
全自由席500円

※1/12販売開始

担当者あさののコメント
音楽・ダンス・セット、ま
さに「撮りたくても、もう
撮れない」映画です。

ニノチカ

貴族夫人から没収した宝石を売りにソ連商務局の３人がパリに出てきま
すが、夫人の代理人のプレイボーイ、レオン（メルヴィン･ダグラス）が懐柔
させてしまいます。商務局の仕事が遅いので、お目付け役として堅物の共
産党員（グレタ・ガルボ）を送りますが、彼女はレオンと恋におちてしまう
…そんなロマンティック･コメディ映画です。
無表情な女優グレタ･ガルボが、初めてコメディに出演した本作品。どれぐ
らい無表情かというと、この映画に「ガルボ、笑う」というキャッチフレー
ズまで作られたほどです。風刺のきいたルビッチ監督の演出、色あせるこ
とのないビリー･ワイルダーらのセンス抜群の脚本が合わさり、
「洗練され
たコメディ」といえる仕上がりです。

年公開｜制作国アメリカ｜モノクロ｜上映時間 110
分
1939
監督 エルンスト ルビッチ｜出演 グレタ ガ·ルボ︑メルヴィン ダグラス

笑わない女優、グレタ・ガルボが爆笑する

Meito

三ッ星
グルメ

りんご飴専門店カフェ

代官山

Candy apple

藤が丘店

飴を薄くコーティングすることで、リンゴ本来の食感と飴のパリパ
リ感を同時に楽しむことができます。また、その時期で一番おいし
いリンゴを青森から仕入れています。

店員さんからのコメント

リンゴは今から旬を迎えるフルー
ツです。ぜひ当店に食べに来てく
ださい！ やみつきになること間違
いなしです♪
一番人気は王道
プレーン味

11:00～19:30（不定休）
名東区明ヶ丘１２４－１ ami ami 1F
052-768-5000

藤が
丘

「ダダを編む」
久しぶりに馴染みの雑貨やさん
に行くと、なにやら毛玉と戦っ
ている店主が。
あみあみの下地
に７センチくらいにきった毛糸
を大量に結んでいる。
手作 業でモップを作っている変 人かと
思ったら、どうやら衣装の腕の部分を作っ
ているとのこと。
衣装は 2 種類あって、幾
何学的な白黒と、赤色のもの。
モチーフは
ご存知あのウルトラ怪獣。
ダダとピグモン
である。
面白そうなので手伝ってみると店
主がテキパキ白黒の毛糸を 10 本くらい通
す間にオイラはやっと１本通す有り様。3

本通したところで戦力外通告され、ピグモ
ン担当（赤一色で簡単）に降格。
その後夜
もすがら無言で 3 時間戦い撤収した。
作
業に没頭する快感を得たい人は是非。
立
派なモップが出来上がります。
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Follow me!

648円

イートインは660円

上社
上社レクリエーションルームの
利用内容についてご紹介！

インターネットでの団体抽選
が便利になります。
• 団体代表者が団体構成員の了承を
得たうえで構成員を選択して一括で
抽選申込ができるようになります。
• 団体代表者が構成員の抽選申込情
報を照会 / 取消できるようになります。
（個人として申し込んだ場合は除く）
※団体抽選には事前に団体登録、構
成員は個人登録が必要です。登録完
了までに 2 週間程かかります。

詳しくはこちら
名古屋市スポーツ・レクリエーション
情報システム
http://www.net.city.na
goya.jp/sporec/index.
html
窓口時間9～20時

予約・問合 052-771-0021(日・祝～17時/月曜休）

名東文化小劇場・上社レクリエーションルーム

年 末 年 始 休 業 の お 知らせ

下記の期間を年末年始の休業日とさせていただきます。

2022年12月29日㊍〜2023年1月3日㊋
新年は1月4日㊌より通常営業いたします。

12

December

12/9
(金)

お遊戯会

9：00

11：30

光明幼児園
052-761-5753

入場無料

12/10
(土)

名東区子ども青少年育成 区民のつどい

13：30

15：40

名東区役所 地域力推進室
052-778-3025

入場無料

12/10
(土)

Bs.As. Tokyo Connection 2022
～ブエノスアイレスと東京を結ぶ、
新たなシーンへ～

19：00

ー

人格なき社団 Tango Querido
nahovn@yahoo.co.jp

前売 4,000円
当日 4,500円

12/13
(火)

Feste di OBOE
愛知県立芸術大学オーボエ専攻生による
第５回定期演奏会

18：45

ー

kengei_oboe@yahoo.co.jp

全自由席
1,000円

ー

ー
近藤三倭子
090-1989-5440

入場無料

12/17
(土)

バスティンピアノコンクール
全国大会

12/18
(日)

ー

ー

12/24
(土)

第7回Ballet SPITZE GLALTZ

14：30

15：35

Ballet SPITZE
090-5104-1843

入場無料
（要整理券）

12/25
(日)

Yuki Kanda Holy Night Chistmas Concert

17：00

19：00

エレ・コン実行委員会
050-5275-2917

全自由席
3,000円

12/27
(火)

中部大学軽音楽部
Natural Sounds Jazz Orchestra
41st リサイタル

16：00

ー

nsjo41st2022@gmail.com

入場無料
（事前予約）

めいとうなつかシネマvol.58

ニノチカ

1939年公開｜制作国アメリカ｜モノクロ
出演:グレタ·ガルボ、メルヴィン ダグラス

1 12㊍

【午前の部】10:00〜
【午後の部】14:00〜

全自由席 500円【好評販売中】

編集後の
つぶやき
編集:いまむー

催し物アンケートにて。「公演をどこで知りましたか？」
という問いに対し「めいとうブンカ」とご回答いただく
ことが、少しずつですが増えてきたように感じます。今
後もより一層、名東区のブンカを発信していきます！

名東文化小劇場の空調設備を最新の設備に入れ替える工事を2023年（令和５年）2月に実施します。
そのため、名東文化小劇場は2023年2月13日
（月）
から2月28日
（火）
までの間、休館となります。
なお、上社レクリエーションルームは通常通り営業いたします。

