名古屋市青少年文化センター情報誌

アートピアメール
10 月号
名古屋市青少年文化センター

アートピア

〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄三丁目１８番１号
ナディアパーク デザインセンタービル7～11階 (事務室 8階)
電話 ０５２-２６５-２０８８
FAX ０５２-２６５-２１８７

2022年度名古屋市青少年文化センター

「アーティストのためのセルフマネジメント講座」
① 目 的：演奏や歌などで活動していて自分の売り込み方が
分からない方へ、営業力や企画力などについての
講座を行いセルフマネジメントの力を磨きます。
ほかにも公演戦略の立て方なども学べます。
受講した方にはミニコンサート会場提供の特典が
あるので、学んだことをすぐ公演制作に活かせます。

第１２回 アートピア
子どもワークショップフェスティバル
音楽や工作などを楽しく体験するワークショップです。
オリエンテーションと発表会で友達と交流もできます。
芸術の秋、みんなで楽しい思い出を作りましょう！
日

時

アートピアホール
イベントスケジュール 10 月
開催日

令和４年１１月１９日（土）

催し物

開演 終演
予定 予定

問い合わせ先

電 話

入場料

【午前の部】１０時～１２時３０分
【午後の部】１４時～１６時３０分
※各部ともオリエンテーション・発表会の時間を含みます

1日

(土)

TOKYOエトワールドゥバレエ芸術学院
中根令子バレエスタジオ
フェスティバル22

17:30 19:15

中根令子バレエスタジオ

052-253-5567

関係者

無料
（要申込）

場

所

名古屋市青少年文化センター

内

容

ダンス・工作・劇遊びなどの講座を開催。
講座の詳細については、下記ウェブサイトまたは、
お問い合わせ先まで。

7日

(金)

同朋高等学校音楽科
第23回合唱・オーケストラ演奏会

18:30 20:30

同朋高等学校

052-411-1159

料

金

１講座５００円

9日

(日)

stage J

15:30 18:30

DANCE CLUB JJ

080-5156-0006
（田中）

申

込

専用フォームよりお申込のうえ、
当日現金にてお支払いください。

要整理券

dance.club.jj@gmail.com

② 対 象：楽器演奏している方・ 歌を歌っている方
その他劇場や音楽に興味のある方

お申し込みはこちら♪

10日

祝
(月)

第71回愛知県私学連合音楽会
尾張・名古屋 洋楽の部

10:30 13:00

東海中学校
（鈴木）

052-936-5114

無料

有限会社吹上文化サロン

052-733-0085

前売 6000円
当日 6500円

バレエスタジオクロエ

090-6098-3329

無料

③ 受講定員数： 15名（先着順）
④ 日 程：2022年 10月13日(木)、20日(木)、27日(木) 全３回
午後6時半開講（午後6時開場）

13日 (木)

宮入公子リサイタル2022

18:30

未定

⑤ 講座時間： 約1時間30分（休憩なし）
⑥ 会 場：名古屋市青少年文化センター アートピア

15日 (土)

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄三丁目18番1号ナディアパーク内9階

第３研修室

ほか

TEL

052-265-2088

14:30 16:30

第1回クロエパフォーマンス

⑦ タイトル：「アーティストのためのセルフマネジメント講座」
16日 (日)

⑧ 企画意図：
アーティスト活動を行う上で、自分の売り込み方が分からない、
という方のために講師からセルフマネジメント力について学んでもらう
機会をつくりました。また希望者にはミニコンサートの会場を提供します
ので学んだことをすぐに実践してコンサートを企画してもらいます。
学びと実践を両方行うことでマネジメント力を身につけてもらい、
よりステップアップした活動ができるよう企画されています。
【※受講者にはミニコンサート会場の提供特典あり】

⑨ 受

講

料：学生（高校生・大学生）1,500円 / 一般 2,500円
＊高校生以上対象

⑩ 問

合

先：名古屋市青少年文化センター
TEL052-265-2088 小夏（火曜休館）

この 施 設 を 紹 介

第1音楽練習室

青少年文化センターの施設の中でも目立ちにくいこの施設ですが、
７階のフロアの奥にあります。案内図で探してみてください。
音楽練習室の中では一番広く 38 ㎡、定員は 10 名（現在はガイド
ラインによって 5 名）となります。グランドピアノがあり、
歌の練習にも使えますし、バンドの
練習にもピッタリの部屋です。お隣
の第１スタジオと合わせて利用し、
ミニコンサートなどの計画もできます。
編集室
ぜひ使ってみてはどうでしょうか？

ア ート ピ ア
リレ ー コ ラ ム

〜 ス タッフ T の 舞 台 感 想 文 〜

「超歌舞伎2022」

17日 (月)

第28回落語教育委員会

18:30

未定

アスターミュージック

21日 (金)

A・NUMBER

19:00

未定

サンライズプロモーション東京

22日 (土)

愛知文化服装専門学校
創立86周年記念
ファッションショー

今年は超歌舞伎が名古屋にも来る。そのニュースを知ったときは

本当に悩んだ。京都のなじみの南座で観るか、実はまだ行ったことの

ない御園座で観るか。座席に置かれているという新しいエアウィーヴ

というのも気になるし、ツアーの後の方の日程だと出演者がコロナに

感染して中止になるかもしれない…という理由で、今回は名古屋公演

を選択。後ろには座席がない、花道の下手の通路側を購入。
これで隣を

15:30 18:00

23日 (日)

気にせず存分にペンライトが振れる。今回の演目はちょっとご都合主義

少年少女のための合唱団「空」
第26回定期演奏会

052-931-3621
（平日11:00 -17:00）

（平日12:00 -15:00）

全席指定 7500円
未就学児入場不可

愛知文化服装専門学校

052-851-1117

無料（要整理券）

合唱団「空」

052-852-5407
090-1282-3040

1000円

090-5451-1577

前売
800円
友の会会員 600円
当日
1000円
小学生以下無料
（要整理券）

0570-00-3337

14:30 15:30
16:30 17:30

13:30 15:30

というか、
ドラマが少なく、手羽先や餡子などご当地ネタに頼っている

感じもある。
しかし初音ミクさんがよりリアルになっていて、獅童さんの
熱演がすごかった。特に最後の盛り上がりは、超歌舞伎なら

では。その部分は撮影OKなのでペンライトと大向こう音声
機能とで、
とにかく忙しい。その夜に背中の中央部右側に
痛みを感じて内臓系の病気かも？！となったけど、冷静に
考えたらペンライトによる筋肉痛でしたｗ

30日 (日)

studio SWAN
21th Ballet Concert

前売 3700円
当日 4200円
未就学児入場不可

17:00 19:30

studio SWAN

（8月末現在）
● 時間・内容は予告なく変更になることがありますので、詳細については主催者にお問い合わせください
● 非公開の催し物、仕込み・リハーサルでの使用日は記載しておりません

