
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 催事名 開演～終演 主催者 問い合わせ先  入場料等 

７ 土 
神の倉中学校吹奏楽部 

第２回 演奏会 
14：00～15：30 神の倉中学校 878-6007 関係者  

８ 日 
     開館 25 周年記念 第１弾 

『てんぱく特選落語会』 
14：00～16：00 

天白文化小劇場 806-8060 

指定席 

3,500 円 

１１ 水 
プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～④ 
19：00～21：00 関係者  

１５ 日 第２１回 Friendly Concert 13：00～15：30 今井 090-6613-2981 無  料  

１８ 水 
プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～⑤ 
19：00～21：00 天白文化小劇場 806-8060 関係者  

２１ 土 ぽろ～ね クインテットコンサート 14：00～15：40 ぽろ～ね 
090-1569-7266 

伊東 
 3,000 円  

２２ 日 長唄 桃華の会 11：00～16：00 長唄 桃華の会 806-0696 無  料  

２５ 水 
プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～⑥ 
19：00～21：00 天白文化小劇場 806-8060 関係者  

２８ 土 
音楽教室ぴあにっしも 

第 23 回ピアノ発表会 
13：30～17：30 音楽教室ぴあにっしも ***** 関係者  

２９ 日 新緑中部ﾊｰﾓﾆｶ連盟 ｺﾝｻｰﾄ 12：30～15：30 中部ﾊｰﾓﾆｶ連盟 
804-1985 

事務局 緑川 
関係者  

離婚秒 

読みの金婚熟年 

夫婦を救ったのは… 

なんと‘お終活’ 

だった！？ 

※内容が変更になる場合がございます。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・公演準備・リハーサル等のため、掲載していない日があります。 

※天白文化小劇場の「催物案内」「ホール・練習室の予約状況」は天白文化小劇場ウェブサイトでご覧いただけます。 

※      は、天白文化小劇場をはじめ、名古屋市文化振興事業団チケットガイド・事業団運営施設（各区文化小劇場など）でも購入できます。 

名古屋市天白文化小劇場刊行 202２年  ５月  天白文化小劇場催し物カレンダー 

 
どなたでも天白文化小劇場をご利用いただけます！ 

【受付営業時間】 
火曜～土曜：9時～20時 

日曜・祝日 ：9時～17時 

休館日：月曜（月曜が祝日の場合は翌平日）・12/29～1/3 

ピアノなどの発表会や式典。 

演劇やバレエの公演まで、さまざまな用途で使用できます。 

他劇場で本番を行う公演の練習や、講演会、社内会議などにもご活用ください。 

練習室は、ダンスやコーラス、演劇の練習などでご使用いただけます。 

2022 

0５ 

チケット 

〒468-0015 名古屋市天白区原 1-301 原ターミナルビル４階 

TEL ： 052-806-8060  

FAX ： 052-806-8050  

MAIL：tenpaku@bunka758.or.jp 

ウェブサイトでも情報をご覧いただけます！ 

天白文化小劇場 名古屋市文化振興事業団 or                  で検索！ 

広告・協賛パートナー大募集中！！ 

本誌に広告を掲載していただける個人、お店、教室などを 

募集しています。 

「スポットライト tenpaku」 

発行部数：毎月１回・約 900 枚 

配 布 先：天白区内を中心に名古屋市内の施設、店舗 

 

６月１５日(水) 

 

天白文化小劇場でワンコイン映画会！ 

熟年離婚寸前の夫婦が、終活フェアをきっかけにてんやわんやの大騒ぎ！ 人生百年

時代と言われる今、「熟年の青春＝熟春（じゅくしゅん）」を明るく迎えるための騒動を

コミカルに描いた「笑って」「泣けて」「役に立つ」ヒューマンコメディが幕を開ける！！ 

心あたたまる名画鑑賞会 

「お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方」 

ハワイアンミュージックに 

癒されながら ゆったり のんびり 

フラを楽しみませんか 

※ 月 1 回からご参加いただける回数制です。 

※ 植田や緑区黒石レッスンへの振り替えも可能です。 

―詳しくは、お気軽にお問合せ下さい― 

 

入会金、年会費はいただきません！ 

無料体験 随時 受付中 

 

チケット 



 

 

 

照明調整卓などの詳細は劇場 HP よ

りご確認ください。 

 一般の利用の際にはなかなか照明

調整卓をご覧いただくことはありませ

んが、夏休みに開催する子供向けの

バックステージツアー劇場たんけんで

は調整卓を近くで見て、副調整卓の

操作体験もできます。興味のある方は

ぜひ親子でご参加ください。 

照明調整卓が新しくなりました☆ 

 2 月中旬から 2 週間の工事休館を

頂き、照明調整卓更新を行いました。

今までの照明調整卓「プリティナ A」

は開館から 25 年間働いてくれまし

た。新しい照明調整卓は丸茂電機の 

 

 

 

 

 

 

「PRETYNA-M」（プリティナメガ）。

かまぼこ型のフェーダーは今までと同

じですが、画面はタッチパネルになり

記憶媒体が SDカードになりました。 

平針木遣り音頭は名古屋市の無形民俗文化財に指定され、天白区区民まつり

名古屋まつり、平針の針名神社の天王祭で毎年披露されている、昔から今に

伝わる伝統芸能です。平
ひら

針
ばり

木遣り
き や り

音頭
お ん ど

（木遣り
き や り

唄
うた

）は名古屋城築城の際に歌っ

たものを伝承したもので、築城資材を運ぶ時や工事のあいだ、調子を合わせ、

威勢を高める目的がありました。 

天白文化小劇場では毎年夏休みに、平針木遣り音頭保存会による親子向けの 

「平針木遣り音頭たいけん」を行っています。平針の伝統芸能をぜひ体験して

みてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞台下手袖の照明副調整卓も一緒

に新しくなりました。フェーダー数が今

までの 10本から 20本に増え、壁に

固定ではなく、2ｍほどの移動が可能

になりました。上手と下手の大臣裏に

ＤＭＸのＯＵＴを１口と 3 ㎾の直・調光

切り替え可能なコンセントも増設しま

した。LED 機器の持込などの際には

便利に使っていただけます。 

 

天白区伝統芸能紹介 

「平針木遣り音頭」 

毎週木曜日、練習室で稽古をして

います。みんな、学校や仕事の後

でお疲れモード（苦笑）。でも集ま

ると自然に笑いや元気が出てくる

んです！面白くて楽しい仲間が集

まってます！！ 

                   ［くろねこ］ 

Facebook Twitter Instagram 

SNS でも情報発信してます！ 

開演 14：00 座席 全指定席・350名定員

出演 水野勝・剛力彩芽　ほか 対象 未就学児入場×

料金 一般500円　ほか 取扱い 4月15日(金)～販売

開演 10：30/14：30/17：30 座席 全自由席

出演 劇団名芸 対象 未就学児入場〇

料金 一般1,500円 ほか 取扱い ４月26日(火)～発売

開演 19：30 座席 全自由席

出演 演劇講座受講生 対象 未就学児入場×

料金 無料　 取扱い 　－

※詳細は各催し物のチラシ、劇場 HPをご覧ください。 
※下記イベントの会場は、記載のない場合は全て天白文化小劇場です。 
 

天白文化小劇場主催イベントのご案内 

開館２５周年記念・劇団名芸創立６０周年記念  「オズの魔法使い」 

少女ドロシーは､巨大な竜巻に巻き込まれ､美しいオズの世界にたどり着きました。 

家に戻れる方法を知っている大魔法使いオズに会うための冒険へ旅立ちます。 

６月２５日(土) 

プロに学ぶ演劇講座 ～名作世界に浸る３～ 

４月から始まったプロに学ぶ演劇講座の受講生による発表公演。 

毎週、一生懸命練習中！！ぜひ皆さんで応援に来てください。 

６月２９日(水) 

「お終活 熟春！人生、百年時代の過ごし方」 
熟年夫婦ならではのユーモアかつコミカルなやりとりに、あるあると

うなずき、時に笑い、涙がにじむ・・・。BOYS AND MENのリーダーで

俳優としても活躍目覚ましい水野勝など、豪華キャストが総出演の

ワンコイン映画会！ 

６月１５日(水) 

問い合わせ先  天白文化小劇場 ☎052-806-8060・✉tenpaku@bunka758.or.jp 

劇団 Twitter → 

 

劇場パートナー 

劇団天白月夜日記 

代  表：若原 啓子 

連絡先: 

090-3589-3776 

（昨年発表会の様子） 

心あたたまる名画鑑賞会 

協力：平針木遣音頭保存会  


