
 
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5 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 

 

 1月 1日の朝 9時に届いたダンボール、ふたをあけると中にはペンギンが入っていた。差出人の名前や住所はなんにもなし。そし

てそれから毎日毎日ペンギンが 1羽届き、とうとう 1月の終わりにはきっかり 31羽のペンギンが家にいることになった。今は何

月？そう、5月！・・・ということは、ペンギンはいったい何羽いるのかな？ 

 どんどん増えていくペンギンに奮闘する一家の様子が楽しいです。算数や環境のお勉強になるかも。最後のオチも効いています。 

『 365まいにちペンギン 』 
ジャン=リュック・フロマンタル/ぶん 、 ジョエル・ジョリヴェ/え 、 石津ちひろ/やく   ブロンズ新社 

小学生のための演劇から学ぶ 

コミュニケーション講 座 
劇団うりんこの講師と一緒に、いろいろなゲームや演劇を通して 

コミュニケーションを学んでみませんか？ 

8月に行われる公演鑑賞会 「きみのしらないひみつの三人」 のチケット付！ 

参加者 

募集！ 

日 時 6/7(火)、9（木）、14(火)、 

16(木)、22(水)、23(木) 

毎回 16:45～18:00 全 6回 

最終日は、受講生による ”ミニ発表会” があります 

会 場 中川文化小劇場 3階ホール 

受講料 8,250円  （ 8/18の公演鑑賞会チケット 1枚付 ） 
※ 初回に一括前納です、返金はありません 

対 象 小学３～６年生 15名 ( 先着 ） 

申込方法 ① 劇場窓口 

申込用紙を記入の上、提出をお願いします 

② 電話、メール 

［名前／性別／学校名／学年／電話番号］を 

お伝えください 

電 話 ： 052-369-1845 

メ ー ル ： nakagawa@bunka758.or.jp 

③ 申込フォーム 

http:// forms.gle/brtThhnBwBCeYESYA 

申込フォーム 

QR ▼ 

歌声にのせてしあわせを届けます 

合唱団クローバー 第 5回コンサート 

5 月 1 日（日） 

開演 13:00 開場 14:00 

500 円 <全自由席＞ 

曲 目 
銀座の恋の物語、 

ふるさとの四季、 

花嫁、銭形平次 他 

名古屋なかがわ第九合唱団による 2年ぶりのコンサート 

なかがわ みんなで歌おう 第九コンサート 

5 月 22 日（日） 
開演 13:00 開場 14:00 

無料 <全自由席＞ 要整理券 

プログラム 
Ⅰ部 オペラ「電話」 

Ⅱ部 ベートーヴェン第九 

合唱付き 

4/8（金）より配布 



中川文化小劇場 

令和４年５月 催し物案内 

開催日 名 称 
開演 

予定 

終演 

予定 
主催者名/問合せ先名 入場料等 

１日 

（日） 

劇場パートナー 合唱団クローバー 

第５回コンサート 
14：00 - 

名古屋市文化振興事業団 
中川文化小劇場 

052-369-1845 

前売・当日共 

５００円 

当事業団 

管理施設・ 

チケットガイド 

5日 

（木） 

お気楽インテットと仲間たち 

～ジョイントコンサート～ 
13：00 15：30 

お気楽インテット HPより 
お問い合わせください 

無 料 
入退場自由 
未就学児入場可 

7日 

（土） 
ピアノ発表会 14：00 16：00 cle’de sol 関係者 

8日 

（日） 
原けい子 歌謡祭 9：30 20：00 

原けい子 
090-8339-4545 

無 料 

13日 

（金） 
中川区危険物実務講習会 13：30 15：30 

中川消防署 予防課 
052-363-0119 

関係者 

15日 

（日） 

ケロポンズ&ロケットくれよん 

ファミリーコンサート 
14：00 16：00 

わくわくシンフォニー 
090-2182-0794 

前売・当日共 

3,0００円 

4才以上同一 

22日 

（日） 

中川区みんなで歌おう 

第九コンサート 
14：00 - 

名古屋なかがわ第九合唱団 
名古屋市文化振興事業団 

中川文化小劇場 
052-369-1845 

要 整理券 

当事業団 

管理施設・ 

チケットガイド 

28日 

（土） 

第 27回 

Brass Express NAGOYA 

定期演奏会 

14：30 16：30 
Brass Express NAGOYA事務局 
Mail:brassexpressnagoya@ 

gmail.com 

無 料 

29日 

（日） 

シュブローウインドオーケストラ 

ファミリーコンサート 
14：30 17:00 

シュブローウインドオーケストラ 

052-352-0568 

矢木楽器内 楽団事務局 

ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.yagi-gakki.co.jp/cwo/ 

無 料 

※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等でご確認ください 
※劇場・客席等においては、空調設備等による、換気・外気導入等を実施しております。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（来場者名簿）の申告と主催者の了承が必要です。 

令和 4年 4月 1日現在 

 

年 5 月 1 日 現 在 

 
 

あおなみ線 ：（名古屋駅から 3 駅目・7 分）「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 

 広告募集中！（中川文化小劇場サポーター） 

店舗 PR・生徒募集などにご利用ください！ 

毎月約 3,000 部発行/中川区内各学区・公所などへ発送 

内容・料金などお気軽にご相談ください（中川文化小劇場 広告係まで） 

劇場 web 

 
本年度、開館 20周年を迎えます 


