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日時 催事名 開演 終演 お問合せ 入場料 

3日 

(金) 

見える世界と観る世界 

～障壁を超えて繋がる～ 
18：00 20：00 

めんかち(専門学校名古屋ビジュアル

アーツ音響学科プロモートコース) 

ｆｗ．menkachi@gmail.com 

1,000円 

4日 

(土) 

Seven Sounds Jazz Orchestra 

定期演奏会 
12：00 15：00 

名古屋市立向陽高等学校 

052-841-7138 
関係者 

5日 

(日) 

児童虐待防止啓蒙映画 

「189」上映会 

10：00 

13：30 

12：30 

16：00 

一般社団法人 

Creative Internationalｓ Medical 

(メール)contact@cimed.jp 

1,000円 

17日 

(金) 

 

避難訓練コンサート 
14：00 未定 

(公財)名古屋市文化振興事業団 

瑞穂文化小劇場 

要整理券 

(無料) 

19日 

(日) 

合同和太鼓 LIVE2023 

打心伝心 

11：30 

17：00 

13：30 

19：00 

東海太鼓センター/打心伝心実行委員会 

① 052-842-6910 

② taikoya@alles.or.jp 

前売 1,500円 

当日 1,700円 

23日 

(木祝) 

専門学校名古屋ビジュアルアーツ  

俳優・タレントコース卒業公演 

「ハムレット」 

13：00 

18：00 

15：00 

20：00 

専門学校名古屋ビジュアルアーツ 

0120-7575-48 

要整理券 

(無料) 

26日 

(日) 
あいち混声合唱団 第 6回演奏会 16：30 

18：30 

予定 

あいち混声合唱団 

aitikonsei（Twitter） 

要事前予約 

(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。 

※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 

２月 

さ

く

ら

通

信 

Topics ： みずほ芸術教室 ＆ 避難訓練コンサート ＆ バルーンアート WS 

詳細内面 

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。 

 

2/14(火)15：30～16：20 

3/14(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 

 

2/ 2（木）・ 8(水)・16(木) 

3/ 3(金)・12(日)・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 

2/10(金)14：00～１5：１５ 

2/24(金)14：00～１5：１５ 

3/10（金）14：00～15：15 

 

瑞穂コペレッタから、歌のクリスマスプレゼント 

12/22(木)  
 

2022 年  
 

子どもオペラ劇団「瑞穂コペレッタ」が今年度最 

後のコンサートを開催いたしました。 

夏のコンサートは歌のみのコンサートでしたが、今回は

演劇を交えながら、歌をつないでいく構成にチャレンジ

しました。 

舞台は「サンタの工場」！クリスマスを前に、子どもたち

にプレゼントを届けるために大忙しの見習いサンタた

ちの姿を楽しく作り上げました。開幕の一曲目はクリス

マスソングの定番「ジングルベル」でした！たくさん練

習した振付も楽しんでいただきました。 

後半は大人の恋をイメージした「シェルブールの雨

傘」を年上チームが歌い上げ、対して年下チームは

「別れ」をテーマにした「白い恋人たち」という曲を歌

い上げました。 

今回のコンサートは「空想する」という言葉が何度も繰

り返し登場しました。この言葉は後半に披露された

「Nella Fantasia(私の空想の中では)」という曲につ

ながります。コンサートの様子は後日、事業団の

YouTube チャンネルで公開される予定ですので、ぜ

ひ和訳の歌詞を調べながらご覧ください。 

＊英語でおはなし会 （対象：乳幼児から） 
2月 15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） 
2月 18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） 

2月 18日（土） 14：00～14：20／定員：6組（当日先着順） 
 
＊みんなのおはなし会（対象：幼児・小学生） 

2月 25日（土） 11：00～11：30／定員：6組（当日先着順） 

劇場の 1階は、瑞穂図書館です。 図書館の2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) 

 

劇場の生垣に咲いていました。名前

を確認するためにこの写真で画像検

索をしたところ「カンツバキ」もしく

は「サザンカ」とあり、職員の目では

どちらか判断ができませんでした。 

そもそも見分けるのがとても難しい

そうです。ちなみにピンクのカンツバ

キの花言葉は「控え目な愛」、サザン

カは「永遠の愛」というように似てい

るようで少し異なっていますね。 

Flower Flower 
今月の花 カンツバキ？ 

受講生募集中 

2/17(金) 14時 00分開演予定 

整理券配布中・定員：328名・料金：無料 

2/25(土) ①13時 15分開演 
②14時 45分開演 

会場：瑞穂図書館集会室 ・ 料金：無料 

子どもオペラ劇団「瑞穂コペレッタ」劇団員募集中! 

活動内容：①歌唱、演技の基本練習 ②本公演に向けた練習及び出演(R5.8/10・11会場：昭和文化小劇場) など 

練習日時：原則木曜日 17:30～20:30（月/4回程度） ※本公演などの前は別曜日に追加稽古が入ります。 

練習場所：瑞穂文化小劇場 ※R5年度は当館が工事休館のため昭和文化小劇場などで実施。  ・  団    費：5,000円/月 

対    象：小学 4年生～高校 3年生（R5．4月時点） 

問 合 せ：瑞穂文化小劇場(052-852-7001) いつでも見学 OKです！ 

 


