中川区・荒子地区から文化発信、中川文化小劇場 with 中川図書館情報誌「あらっこ通信」

2022 年
劇場 web

8 月号

中川文化小劇場・図書館は複合施設。あおなみ線 名古屋駅から 7 分・3 駅目「荒子」下車、徒歩 3 分

まくをおろすな！

7 月 9 日 チケット発売予定

歌あり、ダンスあり、殺陣ありのライブエンターテイメント！！
ふぉ～ゆ～のメンバー越岡裕貴が主演を務める映画『まくをおろすな！』
2023 年の全国ロードショーに先駆け、中川文化小劇場にて LIVE 公演を開催。
映画本編に繋がる LIVE だけのオリジナルストーリーを観れば映画をより楽しめます！
詳細は公式サイト・SNS をチェック ▼
公式サイト≫ https://www.makuoro.com Twitter・Instagram≫ @maku_wo_orosuna

【日 時】
【料 金】
８月 1０日(水)
18：30
１0，800 円 〈全席指定〉
（映画「まくをおろすな！」ムビチケ付）
1１日(木･祝) 12：00 / 16：30
1２日(金)
12：00 / 16：30
９，800 円 〈全席指定〉 ※未就学児童入場不可
チケット取扱い ➢ チケットぴあ ・ イープラス ・ローソン

50 周年記念公演 夏休みこども劇場

きみがしらないひみつの三人
きみが生まれた日、三人のともだちがやってきた

チケット
発売中！

きみが生まれた日、アタマはかせ、ハートおばさん、いぶくろおじさんの三人が
きみのところにやってくる。三人は休む事なく、きみの中で働き続ける。
泣いた日も、笑った日も―。きみがこの世からさよならする日まで。

【日 時】 8 月 18 日(水) 1４：０0
【料 金】 ● 前売２,０００円
● 当日２,５００円

昭和文化小劇場でも
19 日(金) 11:00 / 14:00 に
公演します

● 友の会、障がい者手帳をお持ちの方１,８００円（事業団取扱いのみ）
● うりんこサポーターズの方１,８００円（うりんこ取扱いのみ）

TEAM パフォーマンスラボ

ハッピースマイルコンサート
親子でたのしむワクワク・ドキドキの７５分！

公 演
中 止

歌と体操のお兄さん・お姉さん、クラウンたちが大集合！
「さんぽ」
、
「ヤッホ・ホー」
、
「シェイクシェイクげんき！」、「ぼよよん行進曲」など
みんなの知ってる歌が盛りだくさん♪
親子でぜひお楽しみください！
中止（新型コロナ BA.５感染拡大等のため
）
チケット払い戻し：中川文化小劇場・オフィスパフォーマンスラボのみ
【日 時】 ８月２５
日(木) ①１１:００ ②１５:００（開場は各３０分前）
【オフィスパフォーマンスラボ】 ご返金の対応について、順次、ご連絡いたします
【料 金】 ● 小学生以下
８００円 大人 １,８００円
【中川文化小劇場】 チケットを窓口にご持参ください。現金にて返金いたします
● 親子ペアチケット ２,４００円

※全指定席、３歳以下膝上無料、当日料金は各＋５００円

臨時休館の
お知らせ

名古屋市中川文化小劇場は、天井等落下防止対策工事のための臨時休館に伴い、下記の日程
で利用を休止いたします。工事期間中、ご利用の皆様にはご不便をおかけしますが、どうぞご
理解とご協力をお願いいたします。なお、休館中も事務室にて受付業務は実施します。

令和 5 年 4 月 1 日 ～ 令和 6 年 3 月 31 日

広告募集中！

中川文化小劇場サポーター
地域の文化を応援！

（掲載：nakagawa@bunka758.or.jp まで!!）

(一社)

中部盲導犬協会
支援センター

中川区細米町２丁目 78

☏ 365-1501

ラブちゃん募金をどうぞよろしくお願いします。

劇場 web

中川文化小劇場
令和４年８月 催し物案内
開催日

開演
予定

催し物

終演
予定

名古屋フィルハーモニー交響楽団
3日

「名フィルがやってきた！」

①11：00

12：00

(水)

【なごや子どものための巡回劇場】

②14：00

15：00

チケット 名古屋市文化振興事業団管理施設窓口ほか

10 日
(水)

映画「まくをおろすな！」ＬＩＶＥ
演劇公演

11 日

プロデュース by 30-DELUX

(木祝)
12 日

名古屋公演 共催
名古屋市文化振興事業団［中川文化小劇場］

(金)
13 日
(土)

18：30
①12：00
②16：30
①12：00
②16：30

-

令和４年７月１日現在
お問合せ先(主催者等)

名古屋フィルハーモニー
交響楽団
なごや子どものための巡回劇場実行委員会

事業団チケットガイド
052-249-9387
「まくをおろすな！」製作委員会
公演に対するお問合せ
info@30-delux.net
チケットに関するお問合せ
stage.contact55@gmail.com

サンデーフォーク
プロモーション
中止（出演者の体調不良のため
）
feat.DJ KANBE
SONIC WAVE 2022
18：00
052-320-9100
チケット払い戻し等、詳細は Web サイト・各プレイガイドにてご確認ください
https://www.sundayfolk.com/livei
nfo/5izf9zu
HITOMI SHIMATANI

劇団うりんこ
18 日

夏休みこども劇場 2022

(木)

きみがしらない ひみつの三人

14：00

(日)

ARCADIA

15：30

(木)

前売 2,000 円
当日 2,200 円
友の会割引有
前売

チケット 名古屋市文化振興事業団管理施設窓口ほか

27 日

ヤマハ

(土)

ピアノコンサートグレード
ぷちぞり 2022

前売
特別席 13,800 円
一般席 8,900 円

18：00

名古屋市文化振興事業団
おやこでたのしむ
①11：00 ①12：15）
中止（新型コロナ
BA.５感染拡大等のため
中川文化小劇場
チケット払い戻し：中川文化小劇場・オフィスパフォーマンスラボのみ。詳細は
ハッピースマイルコンサート
②15：00 ②16：15 Web サイト
052-369-1845

(日)

観劇不可

レイドエイトレコード・
アルカディア
052-602-6165
https://laid8.net/

チケット 名古屋市文化振興事業団管理施設窓口ほか

28 日

※未就学児童の

-

みんなでうたおう！
25 日

全指定席
9800 円

前売
一般 2,000 円
当日 2,500 円
友の会割引有

スペシャルコンサート

「Best Friends in Wonderland Ⅵ」

前売・当日
750 円

名古屋市文化振興事業団
中川文化小劇場
052-369-1845

チケット 名古屋市文化振興事業団管理施設窓口ほか

21 日

入場料等

年 5 月 1 日 現 在

演奏会

小学生以下 800 円
大人 1,800 円
親子ペア 2,400 円
当日各 500 円増

10：15

15：00

松栄楽器 名古屋店
052-482-6261

関係者

14:30

15：50

しいお
052-872-5114

無料

※催し物は、変更・中止になることがあります。詳細については、主催者にお問い合わせいただくか、web 等でご確認ください※劇場・客席等は、機械空調による、換気・外気
導入をしております。イベント実施にあたっては、関係者と十分に協議・打合せ、対策を準備しております。ご来場のお客様におかれましては、マスクの着用や手指消毒、熱や咳
のある場合には外出しない等、ご協力いただきますようお願いいたします。※入場には、マスクの着用、検温、名前・連絡先（携帯電話）の申告・主催者の了承が必要です。

オープン２０周年記念 ＃プレゼント 🎁公演チケット
8/18（木）14：00～劇団うりんこ「きみのしらないひみつの三人」🎁2 組・6 名
🎁応募 ハガキ・ファックスのみ ①住所 ②氏名 ③電話 ④このチラシの入手先を記入の上
中川文化小劇場プレゼント係まで 〒454-0874 中川区吉良町 178-3、FAX369-1846
🎁締切 7/20 必着（当選の発表は発送をもって代えさせていただきます）

©劇団うりんこ「きみのしらないひみつの三人」

中川文化小劇場は中川区に開館して（2002 年 11 月 1 日・市内 13 番目）20 年目を迎えました。
これからも、みなさまの文化芸術活動をつなぎ、子どもの舞台発表、家族みんなで劇場ライブ鑑賞等、
多様な方々に開かれ、多彩な創造活動の場の発展に努めてまいります。

あおなみ線：「荒子」駅 徒歩１分
地下鉄東山線：「高畑」駅４番出口徒歩 10 分
市バス：金山 22 号・中川巡回「荒子駅」徒歩 1 分、金山 21 号「荒子観音」徒歩 3 分
※駐車場（1 回 300 円）には限りがありますので公共交通機関をご利用ください。
〒454-0874 中川区吉良町 178-3

TEL:369-1845

FAX:369-1846

Mail:nakagawa@bunka758.or.jp

