
 
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 3駅目・7分「荒子」下車、徒歩約１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12 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!!） 

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、上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。 

中川区を拠点に活躍するジャズドラマー小畑孝廣率いるミュー

ジシャン達と２名のボーカルが出演。本格派モダンジャズを存

分にお楽しみください。 

遠藤益子(ソプラノ)、松野建(フルート)、金澤みなつ(ピアノ)

によるコンサートです。クリスマスの定番曲メドレーや、「ア

ヴェ・マリア」など美しいクラシックの数々をお届けします。 

12 月 3 日 (土) 14：00開演(開場 13：00) 

◆ 一般・・・2,000 円(前売・当日) 
S ) 遠藤益子 Fl ) 松野建 Pf ) 金澤みなつ 

チケット 

発売中！ 

Dr ) 小畑孝廣 

12 月 17 日 (土) 17：30開演(開場 16：30) 

◆ 前売・・・・・・・・・・・・・3,500 円(当日 4,000 円) 

◆ 高校生以下・・・・・・・・・・1,000 円(前売・当日) 

◆ 事業団友の会・・・・・・・・・3,000 円(前売のみ) 

◆ 障がい者手帳等お持ちの方・・・3,000 円(前売・当日) 

チケット 

発売中！ 

Tp ) 長瀬良司 Ts ) 佐藤祐紀 As ) 小林美千代 

P ) 林祐市 B ) 大久保健一 Vo ) 西嶋恵 Vo ) 伊藤綾 

世界的に活躍するオーケストラ・アンサンブル金沢メンバー

の演奏と、美しくも迫力満点の殺陣の演舞がコラボレーショ

ン。金沢加賀百万石の開祖・前田利家出生の地である名古屋

市中川区で、歴史ロマンあふれるひと時をご堪能下さい。 

2 月 26 日 (日) 14：00開演(開場 13：00) 

◆ 一般・・・・・・・・・・・・・4,000 円(前売・当日) 

◆ 中川区民割・・・・・・・・・・3,200 円(前売のみ) 

◆ U25割(25歳以下)・・・・・・・1,500 円(前売・当日) 

◆ 事業団友の会・・・・・・・・・3,600 円(前売のみ) 

◆ 障がい者手帳等お持ちの方・・・3,200 円(前売・当日) 

第 2 ヴァイオリン 

トロイ･グーギンズ 
第１ヴァイオリン 

坂本久仁雄 
ヴィオラ 

丸山萌音輝 
チェロ 

早川寛 
11 月 18 日よりチケット発売 

臨時休館のお知らせ 

特 別 協 賛 

令和５年４月１日  ～  令和６年３月３１日 

 中川文化小劇場２０周年記念事業 ➢ 

【協賛】洋菓子フィレンツェ 

区内在住・在勤の方へ 

お得な区民割が 

あります！！ 



中川文化小劇場 
令和 ４年 12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 

3日 

(土) 

ソプラノとフルートとピアノで贈る 

Christmas Concert 
14：00 15：40 

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 
2，000円 

4日 

（日） 
箏曲 演奏会 13：00 16：00 

美楽会 木村美恵子 琴・三味線教室 
090-7694-5582 

無 料 

10日 

（土） 
New ams Vol.1 

16：00 17：30 ｎewams 
和嶋 啓子 

前売・当日 
2，000円 

18：00 19：30  

11日 

（日） 

Key Walk Tour 
ファイナリスト コンサート 

― ― 
Key Walk Tour 事務局 

info@keywalktour.com 

httpｓ://www.keywalktour.com 
無 料 

17日 

（土） 

なかがわ JAZZ LIFEシリーズ 

 

MODAN JAZZ NIGHT 

17:30 19:30 

名古屋市文化振興事業団 
中川文化小劇場 

052-369-1845 

一般 
3,500(前売) 
4,000(当日) 
高校生以下 

1，000 
(前売・当日) 
事業団友の会 

3,000 
(前売のみ) 
障がい者手帳
等お持ちの方 

3,000 
(前売・当日) 

18日 

(日) 

【中止】新型コロナ陽性者が発生したため 

合唱団 花集庵 第６回単独演奏会 

合唱団 花集庵 ｋashuan2012@gmail.com 
https://kashuan.wixsite.com/kashuan 

 

24日 

(土) 
第３１回定期演奏会 14：00 15：00 

名城大学 薬学部 管弦楽部 
ｈｔｔｐｓ：//twitter.com/joyaku kangen 

https：//www.instagram.com/meijo_ 

pharm_orchestra 

無 料 

28日 

(水) 

Spｌendido Banchetto vｏl.４ 

～個性煌めく歌い手達の競艶～ 

13：00 15：30 やまもと かよ 
090-1751-4665 

http://forms.gle/AboEQpvzDT4Wi8EQ6 

前売・当日 
1，000円 

19：00 20：30 

※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。 

 
２０２２・開館２０周年を迎えます 

令和 4年 12月 16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 

《事業レポート》 5月 6日（金）・9月 8日（木）「みる・まなぶ・ダンス！」 

～荒子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）が講師となり、2 回にわたり年長児約 10 名が参加しました。 

子ども達は緑や黄色などの色から発想をふくらませ、5 月には「緑色は“ちまき”！」などのアイデアが。

“ちまき”の葉をめくる動きを体で表現するなど、子ども達自らが振付を考えました。さらに 9 月には講師が

自身の YouTube チャンネルで公開する「ドラゴンボールダンス」も取り入れ、楽しく体を動かしました。 

 

●訪問先 名古屋市立荒子幼稚園 園児募集等については幼稚園へお問合せ下さい 
中川区中郷 4丁目 234番地（荒子小学校併設園） TEL：052-３53-4936 

講師：石原 弘恵  先生 

延期・配信チケット払い戻し等、Webサイトをご確認ください 


