
 
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2 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。 

〈第一部〉クラシックの名曲 
弦楽四重奏曲ト長調作品 77-1より第 1楽章 / ハイドン 

弦楽四重奏曲第 14番ト長調 K.387 より第一楽章 / モーツァルト 

4人のためのタンゴ / ピアソラ 他 

〈第二部〉弦楽四重奏 with 殺陣 
大河ドラマ「利家とまつ」、「麒麟がくる」より 他 

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 

チケット発売中！ 

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 

区内在住・在勤の方へ 

お得な区民割が 

あります！！ 

2 月 26 日 (日) 14:00 開演 (13：00開場)〈全指定席〉 

◆ 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) 他 

中川文化小劇場 開館 20周年記念公演 

中川区制 85 周年を祝うメモリアルコンサートです。10 代から 90歳と幅広い世代の人が集

まり、200 名を超えるメンバーで声高らかに第九を歌います。コロナ禍だからこそ「O 

Freunde〈おお 友よ〉」と、心が一つになった演奏をお楽しみください。 

愛知県芸術劇場コンサートホール  (名古屋市東区東桜 1-13-2) 

3 月 19 日 (日) 15：00 開演 (14：15開場) 〈全指定席〉 

◆ 当日・・・・・4,000 円    ◆ 前売・・・・・3,000 円 

【チケット取扱い】愛知芸術文化センター内プレイガイド  TEL 052 – 972 - 0430 

※事業団施設ではチケットの取扱いはしておりません 

チケット発売中！ 

3 月 2 日 (木) 18：30   3 日 (金) 18：30 

4 日 (土) 12：30 / 17：30 

5 日 (日) 13：00  開場時間は後日公表 

◆ 当日・・・・・7,900 円  ◆ 前売・・・・・7,800 円〈全指定席〉 

2007 年の初演時、東京大阪にて 5,500 人を動員した喜劇「シェイクス」。2018年には東名阪にて完全リメイク版が上演

された名作が、2023年 3 月に 30-DELUX NAGOYA バージョンとして帰ってきます！ 

【チケット取扱い】チケットぴあ / ローソンチケット 

イープラス / カンフェティ 

※事業団施設ではチケットの取扱いはしておりません 
2 月 4 日より 

チケット発売 

【チケット取扱い】中川文化小劇場 TEL 052-365-1845 

電子チケット（QRよりお求めください） 

演劇公演 



中川文化小劇場 
令和 5年 2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 

5日 

(日) 

CSB 
団内 ソロ・アンサンブル コンテスト 

13：00 15：30 

Connect Symphonic Band 
https://connectsymphonicband. 

wordpress.com 

無料 

11日 

(土) 

令和 4年度 中川区女性会 
芸能グループ活動発表会 

13：30 ― 

中川区地域女性団体連絡協議会 
中川区役所 地域力推進室 

052-363-4325 

無料 

12日

(日) 

第 1回プリマヴェーラ声楽コンコルソ 
愛知大会 

― ― 

プリマヴェーラ声楽コンコルソ事務局 
03-5926-3548 

https://ivctokyo.com/ccp/ 

無料 

15日 

(水) 

名古屋医療秘書福祉専門学校 
保育発表会 

～KIDS CARNIVAL～ 
― ― ― 関係者 

19日 

(日) 
第 33回 おとのもりコンサート 13：30 17：00 富田 千秋 無料 

23日 

(木・祝) 

専門学校 日本マンガ芸術学院 
声優タレントコース 10・11期生 
卒業・進級公演 「NEXT STEP」 

14:00 16:00 

専門学校 日本マンガ芸術学院 
052-483-3151 

http://ndanma.ac.jp 

一般 

前売・当日 

500円 

高校生以下 

無料 

２６日 

(日) 

開館 20周年記念 特別協賛リンナイ株式会社 

オーケストラ・アンサンブル金沢 
×The殺陣 

 
 

14：00 15：50 

名古屋市文化振興事業団 
中川文化小劇場 
052-369-1845 

一般 
￥4,000 
中川区民割

￥3,200 
25歳以下 
￥1,500 

他 

※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、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、手指消毒、検温をお願いします。 

 
2002-20２２・開館２０周年 

令和 5年 1月 4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 

ライブ・イン・トミチク Ｌｉｖｅ in TOMI-CHIKU 

懐かしい あの歌 この歌を 生演奏で！ 

令和 5年 2月 19日（日） 富田地区会館 ２F 体育館 

入場料 500円（1/15～販売） 全自由席（定員 100名） 未就学児無料 

チケット取扱・問い合わせ 富田地区会館 ℡052-302-0031 

                  中川文化小劇場 ℡052-369-1845 

中川文化小劇場から出前コンサート 

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、近隣学区回覧板・公所などへ発送 

内容・料金などお気軽にご相談ください（メール・電話：広告係まで） 

宣伝する 
オケ 

＜アクセス＞ 
■地下鉄・名鉄・ＪＲ線【金山駅】 

市バス 5番のりば 

市バス金山 22系統戸田ルート 

「戸田西２丁目」下車 徒歩３分 

終点「戸田」下車 徒歩５分 

■ＪＲ線【春田駅】市バス 1番のりば 

市バス富田巡回戸田行き 

「戸田 3丁目」下車 徒歩 5分 

■近鉄【戸田駅】下車 徒歩 10分 

 
詳しくは裏面、または 

劇場webサイトをご覧ください 


