202２年
日付
３

９月
催事名

開演～終演

主催・問合わせ先

入場料等

サマーコンサート

9：50～11：50
13：00～14：30
16：00～17：30
9：50～12：00
13：00～15：00
16：00～17：30

第一楽器 植田店
803-2515

関係者

土

４

日

１０

土

名古屋市天白文化小劇場刊行

天白文化小劇場催し物カレンダー

劇団天白月夜 第 4 回本公演
天白文化小劇場開館 25 周年記念
第4弾
「ほたる館物語」

18：30～20：30

劇団天白月夜

11：00～13：00

劇団そらのゆめ
天白文化小劇場
806-8060

09

〈前売〉 一般 2,500 円 チケット
中学生以下・障がい者
1,500 円
友の会(前売のみ)
2,300 円
〈当日〉一般･中学生以下
+ 500 円

１１

日

１９

月
祝

第 37 回 PIANO CONCERT

10：30～12：30
13：00～15：00
15：30～17：30

山内音楽教室
805-5700

関係者

２３

金
祝

天白文化小劇場開館 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」

11：30～12：30
14：30～15：30

天白文化小劇場
806-8060

〈前売・当日 とも〉
ペア
1,000 円
シングル
700 円

２５

日

秋の中部ハーモニカ連盟コンサート

12：30～16：00

中部ハーモニカ連盟
事務局 緑川
804-1985

関係者

２９

木

スロースターターズ
16ｔｈ September Stage♪

17：00～19：00

中森 浩子
090-4183-4958

15：30～17：30

2022

無

料

※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。
※ チケット 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。

どなたでも天白文化小劇場をご利用いただけます！

天白文化小劇場開館２５周年記念第５弾

ピアノなどの発表会や式典。

０･１･２シアター「キッズのはじめてジャズライブ」

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。

赤ちゃんから大人まで一緒に楽しめるジャズライブ！！

【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

なじみ深い童謡やアニメソングにポップスなど、ジャズアレンジによる楽しい音楽をお
届します。当日キャンセルＯＫ。授乳スペース､おむつ替えシートもご用意しています。
子育てに奮闘中のパパさん・ママさん、この機会にご家族そろってお楽しみください。
この機会にぜひお楽しみください。

〒468-0015 名古屋市天白区原 1-301
TEL ： 052-806-8060
FAX ： 052-806-8050
MAIL：tenpaku@bunka758.or.jp

原ターミナルビル４階

ウェブサイトでも情報をご覧いただけます！
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 or 名古屋市文化振興事業団 で検索！
天白文化小劇場 or 名古屋市文化振興事業団 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
入会金、年会費はいただきません！
無料体験 随時 受付中
※ 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―

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

天白文化小劇場主催イベントのご案内

※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。

天白文化小劇場開館 25 周年記念第 5 弾
０・１・２シアター

９月２３日(金祝)

「キッズのはじめてジャズライブ」

「劇場たんけん隊＆平針木遣り音頭たいけん
＆八事の蝶々のおはなし」

R4/７/２２，２７開催

7 月 22 日、27 日に「夏休み劇場た

雪かご、舞台照明の明かり、マイクの

んけん隊＆平針木遣り音頭たいけん

操作体験を行いました。全部の明かり

ャズライブをお贈りします。授乳やおむつ替えスペースもご

＆八事の蝶々のおはなし」を開催しま

をつけたらどうなるの？思いっきり雪

用意しております。天白文化小劇場 HP の予約フォーム・

した。木遣り音頭たいけんでは、保存

かごを動かすとどう降るの？と、子ども

チラシのＱＲコード・お電話にて事前にお申込み下さい。

会の方と一緒に木を担ぎました。

たち自身で試してみながら操作体験

子育てに奮闘中のパパとママ。子どもと一緒に楽しめるジ

を楽しんでいました。

開演 11：30/14：30
出演 榊原洋子・森谷ワカ

ほか

料金 シングル700円 ほか

反応しながらおはなしを聞いている子

イベント参加者でご希望の方に、10

座席 全自由席

どもたちが多くいました。天白区の伝

月の区民まつりにて平針木遣り音頭

対象 未就学児入場〇

統文化に、より親しみを感じてもらえ

ステージにご参加いただく予定です。

たようです。

取扱い 申込み受付中

劇場たんけん隊では、普段は見られ

劇団天白月夜第 4 回本公演
天白文化小劇場 25 周年記念第 4 弾

「ほたる館物語」

９月１０日(土)１１日（日）

ほたる館に集まる人々の人間模様と、何事にもまっすぐに向き合う少女たちの純

見た目はゆっくりした動きですが、実

ない劇場の搬入口から天井裏までを

際に動いてみるとなかなか難しそうな

職員と一緒に探検しました。普段とは

様子です。八事の蝶々のおはなしで

違う劇場の様子に皆さん興味津々な

は、「かぼっちに付いてる蝶だ！」と

様子です。体験コーナーでは実際に

粋さと葛藤が見どころの「ほたる館物語」をお届けします。

開演 18：30/11：00/15：30

座席 全自由席

出演 劇団天白月夜 ほか

対象 未就学児入場〇

料金 2,500円 ほか

練習室利用者さま紹介

「ベルコラール」

劇場パートナー

劇団天白月夜日記

取扱い 販売中
今週は通常の木曜の夜の稽古に
加え、土日連続の 13 時から 21

天白文化小劇場主催

１１月１３日(日)

第 3 回 てんぱく文化祭

時までの 8 時間稽古でした(汗)。
芝居に歌にダンスに真剣に取り組

第 3 回てんぱく文化祭を開催します。様々な文化芸術ジャンルの 17 団体が

んでいます。9 月 10 日・11 日の

日ごろの練習の成果を披露します。

「ほたる館物語」どうぞご期待くだ
さい！

開演 11：00

座席 全自由席

出演 17団体

対象 未就学児入場〇

料金 無料

※要整理券

【ふみゆき】

取扱い 10月頃配布予定
女声２部コーラスのグループです。

SNS でも情報発信してます！

昔懐しい歌からポピュラー等々さまざまなジャンルの合唱曲を
ご指導頂きながら、ピアノ伴奏で楽しく歌っています。

Facebook

Twitter

ハーモニーを愛する方、一緒に歌ってみませんか。

代

10 月 29 日のてんぱくコーラス交歓会に出演予定です。

連絡先:
090-3589-3776

Instagram
活動日： 金曜日 １回～3 回 /月 活動時間： 午前 or 午後

問い合わせ先

天白文化小劇場

☎052-806-8060・✉tenpaku@bunka758.or.jp

表：若原 啓子

劇団 Twitter →

