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日時 催事名 開演 終演 お問合せ 入場料 

２日 

(土) 
ピアノ発表会 ― ― ― 関係者 

３日 

(日) 

ムラマツフルートレッスンセンター 

名古屋教室 発表会 
11：00 18：30 

村松楽器販売(株)名古屋支店 

052-733-8822 
無料 

26日 

(火) 
荒川趙門下生 発表会 13：00 18：00 090-9936-9183 無料 

30日 

(土) 
Y’ｓ ballet school 2nd Performance 17:00 ― 

Y’s ballet school 

ysballet0701@gmail.com 
要整理券 

３１日 

(日) 

第 24回 日本演奏家コンクール 

第一次予選 
未定 未定 

日本演奏家協会 

0467-23-6589 
無料 

4/29(金・祝)さくら文化祭を開催！ 

日々、瑞穂文化小劇場をご利用いただいている９団体にご出演いただきました。感染症の影響で２年ぶりの

開催となりましたが、たくさんの方にご参加いただき盛況のうちに幕を閉じました。 

※催物の時間や内容などの変更となる場合がありますので、詳細はお問い合わせ先までご確認ください。 

※非公開の催物やリハーサル・練習でのご利用などは掲載しておりません。 

編み物教室 生徒募集  
日時：毎週火曜日 9:30～12:00 
場所：松栄コミュニティーセンター 

（最寄り駅：地下鉄桜通線・桜山駅） 
料金：入会金なし・月謝 4,000 円 

貝沼編物教室 貝沼信子 
    

TEL 090-3457-5327／052-773-0322 

申込先 
（ヴォーグ師範講師） 

2022年 

７月号 

瑞穂文化小劇場月刊情報誌 

さ く ら 通 信 

 

公演依頼受付中！ 

 TEL:052-661-3671 
（日本独楽博物館 渡邉) 

 

「昔あそびの笑(ショー)タイム」では、 

伝承あそび(こま・けん玉・お皿回し等)の 

パフォーマンスと指導を行っています。 

〒467-0012 名古屋市瑞穂区豊岡通３丁目２９番地 

TEL：052-852-7001・FAX：052-852-7002 
 

受 付 時 間：火曜日～土曜日 9:00～20:00 ／ 日曜日・祝日  9:00～17:00 

休館日 月曜日(月曜が祝日の場合は翌平日)・12/29～1/3 
 

ア ク セ ス：【地下鉄】桜通線「瑞穂運動場西」下車、2 番出口より徒歩 8 分 

名城線「瑞穂運動場東」下車、3 番出口より徒歩 8 分 

           名城線・桜通線「新瑞橋」下車、3 番出口より徒歩 8 分 

【市バス】「瑞穂図書館（瑞穂文化小劇場）」下車、徒歩すぐ 

SNS SNS チェックしてね！ 

Facebook Twitter 

～ みずほ交換ノート ～ ＜今月号 館長 → 次回 ばんの ＞ 

 

はじめまして、４月から瑞穂文化小劇場の館長となりました改田といいます。 

思い返せば、いろいろあって逃避行していた人生から、(公財)名古屋市文化振興事業団に中途入社して、はや 10 年目に

なりました。これから、地域の方と一緒になって瑞穂文化小劇場を盛り上げていきますので、皆さまどうぞよろしくお願

いします。 

さて、特に面白いことを書ける文才がないので、異動前に配属されていた中村区にある練習専用施設「演劇練習館(アク

テノン)」という珍しい場所の紹介をします。旧稲葉地配水塔を昭和 40 年に図書館、平成 7年に演劇練習館にリノベさ

れ、大小の練習室が 12 室あります。名古屋市の都市景観重要建築物に 

も指定されており、区・市内はもとより県外からも多くの方が練習に 

訪れます。演劇練習館と銘打ってはいますが、演劇の稽古だけでなく 

ダンスや楽器の練習、会議などにも使用できますので、是非ご利用し 

てみてください。 
「演劇練習館 外観」 「演劇練習館 練習室」 

2022年 

７月 

tel:052-852-7001


 

 

東海ラジオなどでご活躍中の

DJ＆マジシャンのタクマさんによる

「トーク＆マジックショー 笑門来

福 」が今年も盛況のうちに終了い

たしました。 

チケットは公演日を待た 

ずして完売！ 当日もたく 

さんの方にお越しいただ 

きました。 前半にトーク、後半にマ

ジックというプログラムでしたが、 

前半のトークショーが大いに盛り上

がり、予定していた時間の 1.5倍

のボリュームに！笑いの絶えない

45分間でした。 

マジックショーではお客様に舞台 

に上がっていただき、マジッ 

クにご参加いただきまし 

た。小学生の女の子が参 

加したコーナーでは、なん 

と身体が宙に浮かぶマ 

ジックも ！    →→→ 

舞台担当の職員が横か 

らマジックを見ていたの 

ですが、横から見ても完 

全に宙に浮いていたそう 

です。ほんとうにタネも仕掛 

けもないんですね…。 

 

そんな大盛り上がりをみせた笑

門来福ですが、こちらの公演の前

には小学生対象のマジックワーク

ショップも開催されました。 

11名の参加者がトランプや紙コ 

ップを使ったマジッ 

クに取り組みました。 

ワークショップ後、さ 

っそく劇場ロビーで 

マジックの復習をす 

る姿も！ いつか、タ

クマさんのように舞台でマジックを

披露してくださるのが楽しみです♪ 

 

 

紙面作成時はまだつぼみでしたが、

劇場花壇の紫陽花は、かわいらしい

ピンク色です。ピンクの紫陽花の花

言葉は「強い女性」。青色だと「冷

淡」、紫色だと「謙虚」です。それぞれ

で印象がまったく違いますね。 

劇場の隅にひっそりと咲くので、劇

場に遊びにいらした際は探してみて

くださいね。 [↓咲く場所のヒント] 

Flower Flower 
今月の花 紫陽花

あ じ さ い

 

8/31(水)  瑞穂コペレッタ サマーコンサート 

10/21(金)  0・1・2 シアター「絵本と楽しむクラリネット」 

瑞穂文化小劇場でワークショップを開催してみませんか？ 

劇場で運営、広報などのサポートをいたします！  

 

開催期間  2022年 10月～2023年 3月 

開催場所  瑞穂文化小劇場 練習室 (ホール) ※コロナ対策のためであればホールも可 

講座内容  文化芸術(音楽、演劇、舞踊、伝統芸能、アートなど)、そのほか要相談 

既に自身で主催している講座などを充てることはできません。 

受 講 費  1回 500円 ※材料費等は別途設定していただいて構いません。 

  10,000円(事業協力費・広報代としてお支払いいただきます) 

  毎講座ごとに、受講費の 80％を運営費として講師にお支払いします。 

 

詳細は「みずほ芸術教室応募要項」をご覧ください。劇場ウェブサイトでもご確認いただけます→ 

８月１２日(金) 

①11：00 ②１3：3０ ③１6：００ 

会  場 瑞穂文化小劇場 ホール 
 

入場料 セット (大人 1名+中学生以下 1名) 2,000 円 

大人 1,500 円 ・ 中学生以下 ７００円 

※２歳以下は無料(満員時は保護者の膝上鑑賞・整理券が必要) 
 

チケット取り扱い  

・瑞穂文化小劇場 ☎052-852-7001 

  （9:00～20:00、日祝休は 17:00 まで/月曜定休・祝休日の場合、翌平日）  

・市内各区の文化小劇場ほか、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 ☎052-249-9387 

(営業時間 平日 9:00～17:00) 

 

協  賛 フジパン株式会社 

5/28(土)  
 

2022 年  

笑門来福 ＆ マジックワークショップ を開催しました！ 

わらうかどにはふくきたる 

＊みんなのおはなし会 （対象：幼児・小学生） 

7月 23日（土） 11：00～11：30／定員：6組 （当日先着順） 
 
＊ストーリーテリングおはなし会 （対象：５歳～大人） 

7月 16日（土） 11：00～11：30／定員：6組 （当日先着順） 
 
＊英語でおはなし会 （対象：乳幼児から） 

7月 20日（水） 11：00～11：30／定員：6組 （当日 10：00～電話受付、先着順） 
 
＊学生ボランティアによるおはなし会 （対象：幼児・小学生） 

7月 30日（土） 14：00～14：20／定員：6組 （当日 10：00～電話・窓口受付、先着順） 
 
＊本を使って調べもの名人！ (対象：小学 1・2年生) 

７月 29日（金） 14：00～14：40／定員：6名 

申込：７月 16日（土）10：00～電話・窓口受付 （先着順） 

内容：目次や索引の使い方を勉強します 
 
＊百科事典で名たんてい！ （対象：小学３～６年生） 

７月 29日（金） 15：00～16：00／定員：6名 

申込：７月 16日（土）10：00～電話・窓口受付 （先着順） 

内容：百科事典の引き方を学び、なぞ（問題）を解きます 

劇場の 1階は、瑞穂図書館です。 図書館の７月のイベントをご紹介します 

※7月 11日（月）から 7月 15日（金）の間、特別整理期間のため休館いたします。 

感染症の影響により、定員数

の制限がございます。また、 

内容が変更・中止となる場合

がございます。お問合せ・お申

込みは、瑞穂図書館まで 

(TEL052-853-0450) 

 

https://4.bp.blogspot.com/-pchj9lm9-T0/Wqih9F9dPZI/AAAAAAABK3U/vU7WXZlMbIYwl1hYBJqKFR83CE9ttfF1ACLcBGAs/s800/music_voice_training_woman.png
https://1.bp.blogspot.com/-IEThPmx-7-s/UO1ijMozJ_I/AAAAAAAAKgc/eEwcm5XNgJY/s1600/ballerina.png
https://1.bp.blogspot.com/-Nq1ygftgfxY/WJmxKgsMMLI/AAAAAAABBlI/kneQjOSx_nI-l67VlfCfOTgTTiDUNj2RQCLcB/s800/slump_good_man_paint.png

