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日時 催事名 開演 終演 お問合せ 入場料 

６日 

(金) 

降誕祭の前夜 

～ディカーニカ近郷夜話より～ 
18：00 

19：30

頃 

チアトルドーム Pro 

teatpdom.jp@gmail.com 前売 2,500円 

当日 2,800円 

7日 

(土) 

名古屋青少年吹奏楽団 

第５回定期演奏会 
14：00 15：30 

名古屋青少年吹奏楽団 

uedayouth.wo@gmail.com 

整理券 

(無料) 

14日 

(土) 

みずほスクールフェスティバル

2023 

14：00 

予定 
未定 

(公財)名古屋市文化振興事業団 

瑞穂文化小劇場 

整理券 

(無料) 

15日 

(日) 

ひとり親家庭向け 

ディズニージャズコンサート 
13：30 15：10 

社会福祉法人 愛知県母子寡婦福祉連合会 

052-915-8862 
関係者 

19日 

(木) 
令和５年瑞穂区消防表彰式 10：00 11：00 

瑞穂消防署・瑞穂区消防団連合会 

052-852-0119 
関係者 

21日 

(土) 
ピアノコンサート 12：00 15：30 

志水 早苗 

090-5450-5634 
関係者 

22日 

(日) 

馬場浩子と 

女声アンサンブルMarimo座 
15：00 未定 

加藤 

090-3257-5585 

自由席 

2,500円 

25日 

(水) 
新春演芸会 12：30 15：30 

瑞穂区役所・なごやかクラブ瑞穂 

(瑞穂区老人クラブ連合会) 

052-852-9395 

無料 

28日 

（土） 
CLASSICAL CONCERT 11：00 17：30 － 関係者 

29日 

(日) 
新春中部ハーモニカ連盟コンサート 12:30 16:00 

中部ハーモニカ連盟 

052-804-1985(事務局：緑川) 
会員限定 

※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） 
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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 

2023 年 

１月 

さ

く

ら

通

信 

Topics ： みずほ芸術教室 ＆ スクールフェスティバル ＆ 避難訓練コンサート 

チケット取扱 

tel:052-852-7001
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講師：Mariko Ballet Studio  
伊藤麻梨子 

料金：500円 

対象：４才～小２ ・ 定員：8名 

応募：masya.ballet.215@gmail.com 
希望日・氏名・年齢・連絡先を 
入力して申込み。 

 

1/17(火)15：30～16：20 

2/14(火)15：30～16：20 

 

講師：安藤のりえ 

料金：500円 

対象：一般 ・ 定員：９名 

応募：ショートメール 

090-4790-7977 

 

1/ 5(木)・11(水)・16(木) 

2/ 2（木）・ 8(水)・16(木) 
時間はチラシをご覧ください 

講師：MIIKA 

料金：500円(別途印刷代) 

対象：一般 ・ 定  員：９名 

：ウクレレ・チューナー 
応募：mikaling1107＠yahoo.co.jp 

１/ ６（金）14：00～15：15 

2/10(金)14：00～１5：１５ 

2/24(金)14：00～１5：１５ 

 

瑞穂区民まつりに「楽 Luck」さんがご出演されました！ 

11/20(日)  
 

2022 年  
 

パロマ瑞穂スポーツパークレクリエーション広場に 

て、「瑞穂区民まつり 2022」が開催されました。 

前日までは降水確率 90％という予報で、中止も危ぶ

まれましたが、お昼過ぎからは少しだけ晴れ間も見ら

れ、なんとか無事にやりきることができました。 

瑞穂文化小劇場からは、「楽 Luck」さんにご出演い

ただき、メインステージのトリを和太鼓の演奏で盛り上

げていただきました！ 

 

舞台裏では終始楽しそうな雰囲気の楽 Luckさんでし

たが、舞台上では一転して迫力満点の力強い演奏を

披露してくださいました。 

小さなお子様からご年 

配の方まで、区民まつり 

にお越しの方を楽しませ 

てくれました。 

＊みんなのおはなし会 （対象：幼児・小学生） 
1月 14日（土） 11：00～11：30／定員：6組（当日先着順） 

1月 28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） 
1月 18日（水） 11：00～11：30／定員：6組（当日 10：00～電話受付、先着順） 

 

＊ストーリーテリングおはなし会（対象：５歳～大人） 
1月 21日（土） 11：00～11：30／定員：6組（当日先着順） 

 
＊学生ボランティアによるおはなし会（対象：幼児・小学生） 

1月 28日（土） 14：00～14：20／定員：6組（当日先着順） 
 
＊第六回瑞穂図書館寄席 

2月 4日（土） 13：30～15：00／定員：15名 
（1月 21日（土）9：30～電話・窓口受付、先着順） 

 

劇場の 1階は、瑞穂図書館です。 図書館の１月以降のイベントをご紹介します 

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) 

1/14(土) 14時 00分開演予定 

整理券配布・ 料金：無料 

 

ブルーベリーかと思って調べてみた

ら、「車輪梅(シャリンバイ)」というお

花の実でした。お名前も特徴的です

が、花言葉も「そよ風の心地よさ」と

いうすてきなものになっています。 

お花が春に咲くため、このような花

言葉になっているそうですよ。 

Flower Flower 

今月の実 シャリンバイ 

受講生募集中 

和太鼓 楽Ｌｕｃｋ  

年齢制限なし！！活きのいい新メ

ンバー募集‼︎老若男女 和気

藹々 楽しく練習してます！ 

指    導：梅村幸生氏 

場    所：瑞穂文化小劇場 練習室 

練習日時：月４回・木曜日 

１９:１5～２１:１5 

2/17(金) 14時 00分開演予定 

1月 11日(水)から整理券配布・定員：328名・料金：無料 


