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2022年度ももう終わりですね！今年度は29企画を開催することが出来ました。8月
号にて1～6月のまとめをしたので、今月号は7～12月をピックアップして振り返っ
ていきましょう！(｀･ω･´)

2022年下半期まとめてみた！

めいとう名人会 三人会
柳家喬太郎・三遊亭白鳥・林
家彦いち、3名の噺家による
めいとうの名物企画。お三方
によるオープニング・フリー
トークをお楽しみいただける
のは、この落語会の醍醐味で
すよね。

めいとうママ楽団オハナ ファ
ミリーコンサート2022
子育て中のママパパが所属
する吹奏楽団“めいとうママ
楽団オハナ”。笑いあり、アニ
メあり、本格的な吹奏楽曲も
あり、コスプレあり⁉な、大人
も子どもも楽しめるコンサー
トでした。

坂下がミタ‼

ご利用感謝DAY
「サックスで楽しむジブリの
世界」
劇場では、ジブリパークの開
催を祝して、ジブリ楽曲コン
サートを開催。申込受付開始
１時間で満員になったほど大
人気企画となり、大盛り上が
りでした。

ご利用感謝DAY
「ボッチャ体験会」
レクリエーションルームで
は、パラリンピックの競技とし
て注目されている“ボッチャ”
の体験会。なかなか機会がな
いスポーツということで、こ
ちらも大盛り上がり。

これからも、皆様にブンカを
お届けします！2023年度も、
名東文化小劇場をよろしくお
願いします！最新情報はHP
をご覧ください！
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坂下

あつまれKIDSたいけんDAY
夏休みワークショップまつ
り！今回は「リズムであそぼ
う！ドラムサークル」「二階堂
刹那のお手軽忍者体験」「カ
メラみたい！ふしぎな万華
鏡」と、バラエティ豊かな３つ
の企画を行いました。

名東文化朗読舎 最終朗読会
８年の歴史に幕を閉じた、“名
東文化朗読舎”の最終朗読
会。朗読作品は、藤沢周平作
の『花のあと』。音響や照明な
ど演出にこだわった大人気
公演だったので、最終回を惜
しむ声がやみませんでした。

ドラムサークルドラムサークル

忍者体験忍者体験

BRAVO!!
BRAVO!!

演奏の様子は
こちら→



歌声ＪＡＺＺ ５Vol.
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感想～来場者アンケートより～

●久しぶりに歌って楽しかった。
●一流ミュージシャンの元で歌えるなんて幸せ。
●初めてでしたがとても良かった。次回を楽しみ
　にしています。
●貸し出用の歌集があり助かりました。
●懐かしいジャズを聴き青春時代を思い出した。
●英語の曲は難しかった。

次回は9月14日(木)を予定しています。

めいとう名人会 vol.35

柳家さん喬 柳家権太楼 二人会

5月13日㊏ 14:00
全指定席 4,000円名東文化小劇場

名東文化小劇場はじめ名古屋市文化振興事業団が管
理する文化施設窓口/名古屋市文化振興事業団チケッ
トガイド/チケットぴあ【Pコード：517 - 053】

チケット取扱 ※2/22(水)より販売中

問合せ 052-726-0008 (火-土 9～20時/日・祝 9～17時/月曜休)
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052-771-0021予約・問合

詳細内容打合せについて
抽選で施設を申込したお客様は、事前
に詳細内容の打合せが必要です。
施設窓口で利用目的、種目等の打合
せをしてください。

■窓口時間
平日・土曜 9～20時
日曜・祝日 9～17時
月曜休館（月曜が祝日の場合は営業）

お久しぶりですROCKMANです。昨
年から徐々に話題となり今か今かと
待ち望んだ2023年大河ドラマ「どうす
る家康」がついに放送開始され、私
達武将隊や役者界隈でも盛り上がっ
ているわけでありますが、皆様はいか
がでしょうか？私も毎回録画して繰り
返しじっくり楽しんで観ています。内
容はもちろんですが「あ！この人！」と
知った顔を探すのも楽しみの一つで
す。俳優にとって大河ドラマに参加す
るということは格別です。残念ながら
私は大河の参加経験はないのです

が、いつの日かこの機に乗り(; ･̀д･́ )！大河ドラ
マはヒューマンドラマでもあります、そこで大事
なのはやはり役作りです。役名があろうが無かろ
うが同じことが言えると考えます。人物をはじめ
当時の環境、それは地形や暮らしや城郭などを
手掛かりに調べ、より立体的に作り上げて撮影
に挑むことが大切になります。特に当時の環境
を調べることはとても重要と考えます。それによ
り立ち回り方が大いに変わります。そのうえで武
将達の性格による判断で人生は選択されるわけ
ですね、大河って歴史的ヒューマンドラマです
ね。てことでこの先も、どうする！？
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第３回 未来鉄道 (上社JCT）
今回の車窓の光景は、上社ジャンクションの下を走る
地上の地下鉄東山線。

交差する歩道橋と接続し合う
高速に行き交う鉄道は歩くだ
けでも未来シティを感じられる
名古屋唯一のスポット。

Let‛s sing 
togeter!!
Let‛s sing 
togeter!!
Let‛s sing 
togeter!!
Let‛s sing 
togeter!!

1/26㊍に歌声JAZZ＆POPS
を開催しました。
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3/2
(木)

めいとうなつかシネマvol.59
「コンチネンタル」

名東文化小劇場
052-726-0008

全自由席
500円

①10：00
②14：00

①11：50
②15：50

3/5
(日)

愛知東邦大学吹奏楽団
第13回定期演奏会

愛知東邦大学吹奏楽団
aichitohowinds_2021@

edu.aichi-toho.ac.jp

全指定席
入場無料

事前予約制
17：30 19：30

3/8
(水) Ensemble Celliberta 16ｔｈ 窪田 翔椰

090-9262-8845 1,000円18：00 19：30
予定

3/3
(金)

愛知県立芸術大学
サクソフォーン専攻生による

SAXIDENT!! vol.15

鵜川美優花
080-8690-0585

全自由席
1,000円

18：45 21：00

3/9
(木)

愛知県立芸術大学
ホルン専攻生による

WALD HORN ENSEMBLE vol.8

佐久間聖華
080-9781-3461

全自由席
1,000円

18：00 ー

3/11
(土)

ピアノコンサート 日響楽器株式会社教室課
052-751-6161 関係者のみ

①10：00
②12：10
③14：20
④16：30

①10：00
②13：00
③16：00

ー
3/12
(日)

3/18
(土)

ハッピーコンサート 日響楽器株式会社教室課
052-751-6161 関係者のみ

15：15

①9：45  
②12：30
③15：15
④17：45

ー
3/19
(日)

3/22
(水) 中部日本高等学校演劇連盟

愛知県支部 名古屋第１・第２地区
合同発表会

名古屋市立菊里高等学校
森川秀一 関係者のみーー

3/25
(土)

～

3/26
(日)

TAIHEY！プロデビュー25周年記念
マジックライヴ

ニシノマジックオフィス
090-4089-2918（担当：西野）

一般 3,500円
子ども 2,000円

VIP 5,000円
17：30 19：40

3/28
(火)

第15回ステップ・ワークスバレエ
ミニコンサート

ステップ・ワークスバレエ
052-775-2338

入場無料
要整理券17：30 19：30

March


