
 

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 劇場 web 

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9 月号 

(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。 

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!!） 

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 

 

 むかし、ある働き者のわかい夫婦が畑を耕していると、土の中から大きなかめが出てきました。でも、このかめは、ただのかめではありませんでし

た。かめの中に落としたかさを拾い上げると、次から次にかさが出てきて、とうとう 100枚も出てきたのです。このうわさを聞きつけた地主は、無

理やりかめを取り上げて屋敷に運びました。ところが中をのぞきこんだ時、うっかりろうそくを落としてしまいました！ 

 100倍に増えて嬉しいものもあれば、嬉しくないものもあり？ゆかいな昔話の絵本です。 

『 ひゃくにんのおとうさん 』 

譚 小勇（タン シャオヨン） ・ 天野 祐吉 / 文  譚 小勇 / 絵  福音館書店 

～ 増える、増える ！ 中国のむかしばなしです ～ 

FUTABA のこんにち和楽器！ 
おやこわくわく♪コンサート 

【日 時】９/２９(木) 開場9：30 開演10：00 

【料 金】● 親子ペア １,０００円  ● シングル 7００円 

※0 歳からチケットが必要です 

0 歳から入場 OK！ 和楽器の音色で癒しのひとときを 
箏・尺八・ピアノによるトリオ『FUTABA』。 伝統楽器の魅力を「にじ」、 

「幸せなら手を叩こう」、「七つの子」などの曲にのせて伝えます♪ 

映像と楽器を使ったクイズもお楽しみください！ 

チケット発売中！ 

▲「teket」 

【公演中止・払い戻し】ハッピースマイルコンサート 

TEAM パフォーマンスラボ 

【公演中止に伴う、チケット払い戻しについて】 

新型コロナ感染防止策を講じて準備をしてまいりましたが、お客様の健康と新型コロナ BA．5の感染拡

大状況を検討し、公演を中止することといたしました。 

つきましては、チケット料金をご返金させていただきます。お手数ですが、お手続きをお願いいたします。 

方 法 

【オフィスパフォーマンスラボ、メールフォームでチケットをご購入いただいた方】 

ご返金の対応について、逐次、ご連絡させていただきます。 

【劇場窓口でチケットをご購入いただいた方】 

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。 

＜対応施設＞・中川文化小劇場  火～土 9：00～20：00、日祝 9：00～17：00(月曜休館) 

・事業団チケットガイド  平日(月～金) 9：00～17：00 

※中川文化小劇場・事業団チケットガイド以外ではお手続きができません。 

公演中止 



中川文化小劇場 
令和４年９月 催し物案内 

開催日 行事名 開演予定 終演予定 主催／問合せ先 入場料等 

4日 

（日） 
音楽発表会 13：30 ― 

荒井 真理子 

090-6079-9706  
無 料 

10日 

（土） 

田川えり ソプラノ・リサイタル 
女 は す て き 

～日本の詩に寄せて～ 
チケット 名古屋市文化振興事業団管理施設窓口ほか 

14：00 ― 

田川えりソプラノリサイタル実行委員会 

050-5240-6491 

eritagawa.soprano@gmail.com 

一般 3,000円 

事業団友の会会員 

2，500円 

U-25 2,000円 

高校生以下 1，000円 

15日 

(木) 
俳優・タレントコース 1・2年合同 

前期末ミュージカル公演 

『アリス・イン・ワンダーランド』 

18：00 20：15 専門学校 名古屋ビジュアルアーツ 

担当 巴・永井 

0120-7575-48 

ｈｔｔｐ://www.n-viｓual.net 

無 料 
16日 

（金） 
17：30 19：45 

17日 

（土） 

Trombone Angels 

２５周年記念コンサート 

チケット 名古屋市文化振興事業団管理施設窓口ほか 

17：00 ― 

トロンボーンエンジェルス 

照喜名（てるきな） 

090-2929-4911 

tromboneangels@gmail.com 

一般 3,000円 

(当日 3，500円) 

高校生以下 2，000円 

(当日 2，500円) 

18日 

（日） 

第 2回 

PAMアーティストコンサート 

～光る演奏・聴く輝き～ 

13：30 16：00 

パラ・アーティスト・マネージメント協会 

070-5259-0992 

https://para-artist.org 

A席 

3,000円 

高校生以下 1,000円 

S席（サポーターチケット） 

5,000円 

高校生以下,2000円 

※障がい者手帳をお持ち

の方は半額 

19日 

（月・祝） 
ふれあいの会 歌謡祭 9：30 18：00 

カラオケ喫茶 来留実 

052-383-3883 

090-8472-9052（岡田） 

無 料 

24日 

（土） 

Dance Performance 

SPLASH vol.16 

12:30 15:00 
ダンススタジオ スキップ 

052-304-8120 
― 

17:30 20:00 

２９日 

（木） 

012シアター 

FUTABAのこんにち和楽器！ 

おやこわくわく♪コンサート 

チケット 名古屋市文化振興事業団管理施設窓口ほか 

10：30 11：30 

名古屋市文化振興事業団 

中川文化小劇場 

052-369-1845 

親子ペア 1,000円 

シングル 700円 

※催し物は、変更・中止になる場合があります。詳細については、お問い合わせいただくか、webサイト等でご確認ください 

※劇場・客席等は、空調設備による、換気・外気導入をしています。ご来場の際には、不織布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（携帯電話番号・代表者可）の申告と主催者の了承が必要です。 

令和 4年 8月 2日現在 

 

 

年 5 月 1 日 現 在 

 
 

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 

※有料駐車場（1回 300 円・70 台程度）には限りがあります。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 

劇場 web 

 
２０２２・開館２０周年を迎えます 

《事業レポート》 6月 17日（木）「みる・まなぶ・ダンス！」 

～常磐幼稚園でダンスワークショップを開催しました！～ 
子どもたちにダンスを通して表現する楽しさを体感してもらう出張事業を開催。東海地域を中心に活

躍する舞踊家・石原弘恵先生（ヒロ先生）と一緒に、年長児約 20 名が楽しく体を動かしました。 

講師のヒロ先生がいろんな色から連想するものを園児から聞き取り、それをダンスに取り入れ、元気

よく楽しく踊りました。園児からは「またやりたい！」「楽しかった！」などの声も聞かれ、ダンスの

魅力を感じてもらうことができました。 

●訪問先 名古屋市立常磐幼稚園 園児募集等については幼稚園へお問合せ下さい 
中川区小本一丁目１５－２（常磐小学校併設園） TEL：052-３６１-７１３3 

講師：石原弘恵 先生と記念撮影 


