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日時 催事名 開演 終演 お問合せ 入場料 

３日 

(土) 

打フェスタ 

with MARimbart vol.ⅩⅦ 
17：00 ２０：４５ 

 

090-3833-5143 

dafesta0@yahoo.co.jp 

1,000円 

4日 

(日) 

 

レクチャー ＆ Concert 

11：30 

14：00 

12：30 

15：00 

各 1,000円 

７日 

(水) 

バリアフリー映画上映会 

「武士の家計簿」 
13：30 ― 

名古屋市瑞穂図書館 

052-853-0450 
無料 

事前申込 

１０日 

(土) 
Mia Voce 発表会 

11：00 

14：30 

12：30 

15：45 
石川能理子 無料 

1１日 

(日) 
Piano Music Concert 2022 未定 15：30 吉田ピアノ音楽教室 関係者 

１６日 

(金) 

小桜花芸術団 

第一回ダンス発表会 
18：00 20：45 

Sakura Dance School 

ｇuoqiqi198672@gmail.com 
関係者 

１８日 

(日) 

NFBallet Academy 

プラクチカコンサート 2022 
17：30 19：30 NFBallet Academy 

関係者 

要整理券 

２３日 

(金) 

Ｃａｒｍダンス発表会！ 

舞台「Ｔｏ Ｔｈｅ Ｔｏｐ」 

13：30 

17：30 

16：30 

19：00 

Ｄａｎｃｅ Ｓｔｕｄｉｏ Ｃａｒｍ 

052-875-7735 
3,000円 

２４日 

(土) 

ＫＯＮＣＥＲＴ ＢＲＡＳＳ ＮＳＢ  

5ｔｈ Ｌｉｖｅ！ 2022 
14：00 未定 

ＫＯＮＣＥＲＴ ＢＲＡＳＳ ＮＳＢ 

ｎsb1969@outlook.jp 
無料 

※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。 

※     は瑞穂文化小劇場にてチケットを取り扱っております。 

※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 
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９月 
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ヒント：花の咲き方を思い出してみてね！花の色によって花言葉は違うので要注意！ 

tel:052-852-7001


v 

 

花言葉は「不在の友を思う」「変わら

ない心」「別れた友への思い」と、今

まで紹介してきた花言葉とはすこ

し雰囲気が異なりますね。 

この花言葉は「百日草」という名前

のように、夏に咲き、秋が過ぎるま

で１００日でも咲き続け、同時期に

咲いた花が枯れてしまうのを見送

る姿から来ているようですよ。 

Flower Flower 
今月の花 百日

ひゃくにち

草
そう

 
劇場の 1階は、瑞穂図書館です。 図書館の９月のイベントをご紹介します 

＊演者が語る落語の楽しみ方  

9月 3日（土） 14：00～15：00／定員：15名  
（8月 20日（土）10：00～電話・窓口受付、先着順） 

 
＊みんなのおはなし会 （対象：幼児・小学生） 

9月 10日（土） 11：00～11：30／定員：6組 （当日先着順） 

9月 24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） 
9月 17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） 
9月 21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） 

9月 24日（土） 14：00～14：20／定員：6組  
（当日 10：00～電話・窓口受付、先着順） 

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) 

～ みずほ交換ノート ～ ＜今月号 マダムけいこ → 次回 いとー ＞ 

 

皆さん占いを信じますか？ 

紀元前の星占いからめざましテレビ「今日のラッキーパーソン」まで幅広いですが、私は信じるタイプなんです。 

先日、美容院で雑誌の今週の運勢に目が留まり……みずがめ座は……ふむふむ「東が吉・非日常的な場所で気分転換を」 

う～ん何やら怪しげな、何にでも当てはまりそうな……(笑) 

と思いながらも東へ歩き、非日常的な場所「スターバックスコーヒー」に到着。 

いつものソイラテをオーダー。すると 

「おめでとうございます！長いレシートです。トールサイズのドリンクが無料になります」 

やったぁー！しかも 1000 分の 1の確率とか……すっすごい！！レシートを失くす前に 

2 杯目をオーダー。フレンドリーで笑顔のスタッフから 

「せっかくなので高いのをカスタムされてはいかがですか？」 

の一言で「桃MOREフラペチーノマシマシ」をオーダー。カスタム初体験。880 円！(髙っ) 

東に向かって非日常な場所で気分転換した私。より一層占いを信じるのでした。 

10 月 21 日(金) 

Clarinet Ensemble みたらしだんご 

10 時 30 分・13 時 30 分 

料  金：500円(別途印刷代) 

対  象：一般 

定  員：９名 
持ち物：ウクレレ 

チューナー 

ペア券 1,000円 

シングル券 700円 

予約受付中 

※0歳のお子様から 
チケットが必要 

瑞穂文化小劇場 TEL  

または 電子チケット[teket
テ ケ ト

]↓ 

 

10/12(水)10：00～１１：１５ 

１１/ ４（金）14：00～15：15 

11/25(金)14：00～15：15 

 

講師へメール 

mikaling1107 

＠yahoo.co.jp 

10/14(金)・19(水)・23(日) 

１１/ ２（水）・13(日)・30(水) 

各日 14：00～15：30 

料金：500円 

対象：４才～小学２年生 

定員：８名 

講師へメール 
 

masya.ballet.215 
@gmail.com 

 
※希望日・氏名・年齢・ 
連絡先を入力して申込 

料金：500円 

対象：一般 

定員：９名 

講師へショートメール 

090-4790-7977 

10/1８(火)15：30～16：20 

１１/29(火)15：30～16：20 

「teket」にアクセス 

「チケットを購入」 

枚数を指定 

 

「ログイン・会員登録」 

「購入」 

「緊急連絡先」の登録 

「確定する」を押して進む 

△チケットはすべて当日精算です△ 

作 /かがくい ひろし 

出版/ブロンズ新社  


