
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 
催事名 開演～終演 主催者 問い合わせ先  入場料等 

３ 日 
名古屋フェリーチェ管弦楽団 

第 2回 定期演奏会 
13：30～15：30 

名古屋フェリーチェ

管弦楽団 

080-3073-8947 
鈴 木 

090-3554-2098 
浜 本 

整理券 

１０ 日 ピアノ発表会 ***** 村上ピアノ教室 ***** 関係者 

１６ 土 こんにゃくざのおんがくかい 
14：00～15：00 

17：00～18：00 

❦オペラシアター 
      こんにゃく座 

❦名古屋でこんにゃく座を
楽しむ会 

044-930-1720 

オペラシアターこんにゃく座 
090-1727-0317 

名古屋でこんにゃく座を 
   楽しむ会 （にしじま） 

前売  

一般    3 ,000 円  

高校生以下 

2 ,000 円  

当日  各  ＋ 500  円 

１７ 日 名古屋音楽館 発表会 

第 26回 音楽祭 
未  定 名古屋音楽館 875-7373 無 料  

１８ 月祝 

２２ 金 
劇場たんけん隊ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂｱｰ 
＆ 平針木遣り音頭たいけん 
＆ 八事の蝶々のおはなし 

10：00～12：00 天白文化小劇場 806-8060 
要事前予約 
6月 25日～ 
定員 20名 

２３ 土 ピアノ発表会 13：00～15：00 林 珠美 ***** 無 料 

２４ 日 ピアノ発表会 未  定 赤松 ***** 関係者 

２７ 水 
劇場たんけん隊ﾊﾞｯｸｽﾃｰｼﾞﾂｱｰ 
＆ 平針木遣り音頭たいけん 
＆ 八事の蝶々のおはなし 

10：00～12：00 天白文化小劇場 806-8060 
要事前予約 
6月 25日～ 
定員 20名 

２８ 木 

ピティナピアノコンペティション 
中部日本地区本選 

未  定 PTNA名古屋支部 753-6275 
 

1 ,000 円  

 

２９ 金 

３０ 土 

３１ 日 

名古屋市天白文化小劇場刊行 202２年  ７月  天白文化小劇場催し物カレンダー 

〒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 

 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 

 

【取扱い業務】 

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 ほか 

※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。   

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 

2022 

07 
 

８月７日(日) 

 

天白文化小劇場開館 25周年記念第３弾 

「ComingＯ-bird♪ お盆玉コンサート ♪」 

幼児から大人まで一緒に楽しむクラシックコンサート！！ 

夏休みの思い出にお手軽なクラシック音楽は､いかがですか。 

こねこちゃんがママを取り戻すために謎をときあかしていく音楽物語に、モーツァルトメ

ドレーや映画音楽の巨匠ヘンリー･マンシーニの作品を歌とダンスでお贈りします。 

【 演 奏 】 

ピッコロ・オルケスタ 
 ◆ピアノ：柳河瀬 貴子 
 ◆ヴァイオリン：滝下 瑛子  

 ◆フルート：妹尾 寛子   
 ◆チェロ：小野田 遥子 

 
 

 
【 歌 】小原美並 

(ソプラノ)  

【 舞 踊 】伊藤(福田)晴美 
(コンテンポラリー) 

【イラスト】こざわ ちはる 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空間を作りました｡最初は､緊張感な

どによって身体が強張っていました

が､段々と動きに慣れてくると､伸び伸

びと手足を動かし､とても楽しそうに踊

っていました｡園児たちのイメージを具

現化したコンテンポラリーダンスを通

じて､協調性はもちろんコミュニケーシ

ョンを高めるとともに､創造力や表現

力を豊かにする機会となりました｡ 

「みる・まなぶ・ダンス！」レポート 

 

植田幼稚園の園児たちに｢みる･まな

ぶ･ダンス！｣を体験していただきまし

た｡講師の石原弘恵(HIRO)先生は､

園児たちにダンスの振付テーマを尋

ねると､園児たちは元気よく次々と発 

 

 

 

 

 

 

表していきました｡｢炎｣や｢スイカの中

身｣､｢レモン｣に｢アイスのガリガリ

君｣､｢野菜のヘタ｣､｢マヨネーズ｣など

と日常生活を通じて連想されるものを 

 

 

 

 

 

 

発表する中､｢ハチミツ｣や｢新幹線の

はやぶさ｣､｢竹｣、｢抹茶｣などと大人

が思いもつかないようなものを挙げる

ので､子どもが持つ｢柔軟な発想｣と

｢豊かな創造力｣にとても驚かされま

した｡テーマと振付が決まり音楽と一

緒に踊るため､ＨＩＲＯ先生が｢ヘリコ

プター｣と声をかけると､園児たちは一

斉に身体をぐるぐると回りながら､踊る 

R4／５／２５開催 

次の公演は 9月 10日と 11日で

す。稽古できるのはあと 3 ヶ月。課

題を見つけてすこしでも前進を！と

がんばっております。 

平和でなければお芝居も楽しめま

せん。社会と無関係なところで私

たちの表現活動があるわけではな

いことを感じる今日この頃です。 

【たけちゃん】 

 

Facebook Twitter Instagram 

SNS でも情報発信してます！ 

※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 

劇場たんけん隊バックステージツアー 

ホールの裏側を探検できる劇場たんけん隊バックステージツアーと、天白区の 

伝統芸能、伝統玩具について体験できるワークショップを開催します。 

 

７月２２日(金)、２７日(水) 

来て観て天白文化小劇場～移動児童館～ 「となりのたぬき」 

うさぎは、となりのたぬきが大きらい。ある日うさぎは、たぬきをこらしめるため、お月さまと

約束をしました。その内容とは？…。小学生向けの親子で楽しめるお芝居です。 

８月３日(水) 

ＣｏｍｉｎｇＯ-ｂｉｒｄ 「お盆玉コンサート」 
不思議な動物にママを連れ去られてしまったこねこちゃんが､

謎をときあかしてママを取り戻す音楽物語。またモーツァルト

メドレーを始め､映画音楽の巨匠ヘンリー・マンシーニの作品

を歌とダンスとともにお贈りします。幼児から大人まで一緒に

楽しめる本格的なクラシックコンサートをお楽しみください。 

８月７日(日) 

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 
天白区伝統玩具紹介 

「八事の蝶々」 

｢八事の蝶々」は、竹と、赤、黄、橙、緑、紫で色付けされた和紙で作成する郷土玩具

です。 

明治の初め頃から昭和の初めにかけ、寺社の門前や八事遊園地（大正元年、の

ちの名古屋市電となる尾張電軌鉄道により造られた）など八事地域で作成・販売さ

れていました。考案者は明治の初期、禄を失った元士族の前田柳三右衛門です。 

しかし戦後は次第に姿を消し、資料や人々の記憶に残るだけのものになりました。

昭和 50 年頃に、かつて天白区にお住まいだった加藤かなさんが、幼い頃の記憶を

頼りに地元の幼稚園の子ども達のために作ったことを端緒として配り始めました。 

                                            天白区役所ホームページより 

代  表：若原 啓子 

連絡先: 

090-3589-3776 

開演 14：00 座席 全自由席・175名定員

出演 演劇人冒険舎 対象 未就学児×

料金 無料　※要整理券 取扱い 7月21日（木）10：00～

開演 10：00 座席 各20名定員

出演 平針木遣り音頭保存会　ほか 対象 未就学児〇

料金 無料　※要事前申し込み 取扱い 6月25日（土）受付開始

開演 ①11：00　②13：30 座席 全自由席

出演 ピッコロ･オルケスタ　ほか　 対象 未就学児〇

料金 1,200円　ほか 取扱い 6月17日（金）販売開始

＆平針木遣り音頭体験＆八事の蝶々のおはなし 

 

天白文化小劇場開館 25周年記念第３弾 


