
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 催事名 開演～終演 主催・問合わせ先 入場料等 

２ 金 LEAF PARTY ２０２２ 10：00～15：00 
㈱リーフカンパニー  

848-8255 平木  
関係者  

４ 日 てんぱく民踊・舞踊のつどい 12：00～16：00 
天白文化小劇場  

806-8060 

要整理券  

配布中  

６ 火 
飯田哲也さんに聞く 

「脱炭素・脱原発」講座 
10：00～12：00 

生活クラブ生活協同組合 

899-0770 
無   料  

１０ 土 

ジュニアオリジナルコンサート 

13：10～15：40 
16：10～18：20 

日響楽器㈱教室課  

751-6161 
関係者  

１１ 日 
10：00～12：20 
13：50～16：15 
17：00～19：25 

１４ 水 輝け！新世代・歌謡フェスタ２０２２ 14：30～18：00 

ｴｷｻｲﾃｨﾝｸﾞ・ｼﾆｱ･ｶｰﾆﾊﾞﾙ 

実行委員会 

090-3154-7311 影山  

前売 2，000 円 

当日 2，500 円 

１６ 金 映画「百年と希望」上映会 
14：30～16：20 
19：00～20：50 

映画「百年と希望」  

実行委員会  

802-6775 古田  

    1，000円 

１７ 土 第３３回 ぴっころこんちぇると 13：30～18：30 ***** 無   料  

名古屋市天白文化小劇場刊行 202２年  １２月  天白文化小劇場催し物カレンダ

ー 

12/29（木）～1/3（火）休館 

1月の初日受付および競合受付期間について 

〈練習室初日受付〉 

1/4（水）9：00  ※電話受付は 12：00から 

〈来年度 1月分ホール競合受付〉 

1/4（水）～1/8（日）17：00 まで。1/9（月祝）14：00抽選。 

☆詳細は劇場にご確認ください☆ 

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！ 

2022 

１2 

〒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！ 

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 

※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。 年末年始休館日のお知らせ 

 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。 

 

【取扱業務】 

チケット販売・整理券配布 

友の会入会受付・ホール利用受付他 

 



 

   

 

曲をメドレーでお贈りしました。｢スマイ

ル｣では､会場内をしっとり包み込むと

最後の｢ドレミのうた｣で会場が沸き

立ち､アンコールの曲によって会場内

のボルテージが最高潮に達し､華や

かに終演しました。アンケートでも｢１

時間の演奏ではもの足りない｣､｢子

ども以上に親が楽しみました｣などと

好意的な感想が多く寄せられました。 

開館２５周年記念第５弾  

「0･1･2 シアター『キッズのはじめてジャズライブ』」  

開館２５周年を迎えた記念公演第５

弾として､名古屋市を中心に活躍して

いるボーカリスト２名とピアノトリオに

よる「キッズのはじめてジャズライブ」

を開催しました。台風の接近によるあ 

 

 

 

 

 

 

いにくの雨模様でしたが､Ｄｅａｒ Ｂｌｕ

ｅｓが奏でるスウイングジャズの名曲

｢ＳｉｎｇＳｉｎｇＳｉｎｇ｣に榊原洋子と森谷

ワカが力強くリズミカルな歌声にのせ 

 

 

 

 

 

 

 

てお出迎えしました。｢踊るポンポコリ

ン｣､シャンソンの名曲｢枯葉｣をお届け

し､榊原洋子と森谷ワカが軽快なトー

クでお客様の緊張を和らげていき､曲

名当てクイズではコロナ感染対策か

ら挙手によって回答してもらいました。

打楽器の紹介コーナーでは､大人も

子どもも楽しまれ､ジブリ映画の｢耳を

すませば｣､｢魔女の宅急便｣などの名 

R４/９/２３ 開催 

Facebook Twitter Instagram 

SNS でも情報発信してます！ 

開演 14：30～全3部予定 座席 全自由席

出演 愛知県立芸術大学音楽学部 対象 未就学児入場×

料金 前売一般800円ほか 取扱い 12月下旬発売予定

開演  未定 座席 全自由席

出演 名古屋二期会　ほか 対象 未就学児入場×

料金 無料（整理券） 取扱い 12月下旬頃～配布予定

※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 

２０２３年３月に芸術創造センターにて開催されるオペラ｢森は生きている｣を一部抜粋した

プレ･コンサート。新しい年を迎える大みそかに､わがままな女王が４月に咲くマツユキ草が

欲しいと言い出したから国中はテンヤワンヤの大騒ぎ。 

２月１０日(金) 

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 

オペラ｢森は生きている｣ プレ･コンサート 

２月１４日(火) 愛知県立芸術大学学生によるピアノ名曲の夕べ  

新進演奏家コンサート 
愛知県立芸術大学ピアノコースによる『新進演奏家コンサ

ート』を今年も開催します。学生の皆さんが、学びの集大

成としてピアノの名曲に挑みます。素敵な演奏を、是非ご

堪能下さい。チケット等情報は続報をお待ちください。 

練習室利用者さま紹介 

市民ゴスペルグループ「ワンボイス キッズ」 

小学 1 年生～中学生のキッズ達がゴスペルを一緒に仲良く歌ってい

ます。難しい英語もばっちり♪歌の後は、本格的なダンス練習もあり、

リズム感も養われていきます。現在は来年 1 月のコンサートに向けて

練習中。※新規メンバー募集は来年 2 月頃です。詳細は HP「ワンボ

イス ゴスペル」で検索を！ 

代表者： 林 美和              活 動 日 : 月２回 金曜日 

連絡先： 090-8132-0120    活動時間 ： １８時～ 

10 月には、ほっと平針にて、第 2

回天白月夜祭「カラフル!!」を上

演しました。宮沢賢治や新美南吉

の朗読劇や詩の朗読、落語、一人

芝居、歌、ダンス、合奏と盛り沢山

な内容で、チラシに色を塗ってくれ

たら入場料半額という企画も好評

でした。 

【わか】 

2022 年１月 21 日開催の写真 

名古屋芸術大学アートマネージメントコース卒業制作公演 

はっぴいろまんないと 
２月１日(水) 

名古屋にゆかりのある浪漫革命、The Shiawaseが天白で対バン形式のライブ！ 

目立ちたがりバンド２組が出演する今回の対バンライブ。それぞれの自由な音楽をお届けします。 

開演 18：00 座席 全指定席

出演 The Shiawase、浪漫革命 対象 未就学児入場×

料金 3,000円 取扱い 販売中
 


