202２年
日付

３

５

８月
催事名

水

金

開演～終演

主催者

問い合わせ先

入場料等

来て観て天白文化小劇場
～移動児童館～
「となりのたぬき」

806-8060

14：00～15：00

天 白 児 童 館
天白文化小劇場

天白文化小劇場

要整理券
7 月 21 日 10:00 配布
1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ ４枚まで

川口節子バレエ団「ピーターパン」

11：00～12：15

【なごや子どものための巡回劇場】

14：00～15：15

天白文化小劇場開館 25 周年記念第 3 弾

７

日

Coming O-bird
「お盆玉コンサート」

11：00～12：00
13：30～14：30

川口節子バレエ団

なごや子どものための巡
回劇場実行委員会
天白文化小劇場
Coming O-bird

チケット

１０

水

就労支援説明会

１１

木

2022 原駅タウン
サマーフェスティバル

１２

金

13：30～15：50

（予定）

未 定

１３

土

２０

土

やすらぎの鈴 発表会

２１

日

NaNa Ballet Studio
おさらい会

14：30～15：20

２４

水

BASS BASS BASS
2022 名古屋

19：00～21：00

土

ユースシアタージャパン公演

未 定

日

（仮）

２７
２８

名古屋市健康福祉局
障害福祉部障害者支援課

13：00～17：00 原駅前商店街振興組合

Nagoya POP UP ARTIST
公開オーディション

チケット

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

天白児童館

249-9387

806-8060
天白文化小劇場

070-9002-1431

前売･当日とも
一般
1,200 円
障がい者 1,000 円
こども(4歳～中学生)

600 円

Coming O-bird

前売のみ
友の会・天白区民割

972-2584

要整理券

1,000 円

806-8060

無 料

天白文化小劇場

要：氏名連絡先記入

ナゴヤ･パフォーマー事業
実行委員会

名古屋市文化振興事業団

黒野 啓介

080-5124-6559

関係者

NaNa Ballet Studio

080-9496-2277

要整理券

13：30～15：30

249-9385

ｺﾝﾄﾗﾊﾞｽ･ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 090-4486-0891
事務局 谷口
「ﾌﾚﾝｽﾞ」
Youth Theatre Japan

*****

08

完 売

名古屋市文化振興事業団
チケットガイド

天白文化小劇場

10：30～11：30

13：30～未 定
17：00～未 定

805-4129

要整理券

前売･当日とも
一般
2,500 円
小学生～高校生以下

2,000 円
前売
当日

3,300 円
3,850 円

※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。

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」

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】
：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）

【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

12/29～1/3

〒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

2022

劇場パートナーの劇団天白月夜第 4 回本公演であり、天白文化小劇場 25 周年記
念第 4 弾の「ほたる館物語」を 9/10～11 に開演いたします。
あさのあつこ原作、脚本を麻創けい子、潤色・演出は川村ミチルで劇団天白月夜なら
ではの「ほたる館物語」をお贈りします。

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！
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―

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。

プロに学ぶ演劇講座～名作世界に浸る 3～

９月１０日(土)、１１日(日)

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」

発表公演
6/29（水）にプロに学ぶ演劇講座

舞台を作っていく面白さを体験できた

～名作世界に浸る 3～発表公演を行

ようでした。終演後は、一人ずつ今回

いました。4/13 から 3 か月間の講座

の講座を通しての感想を発表し、解散

雪美や柳井くんとともに少しずつ成長していく。あるとき一子は

で学んだことを 1 時間の発表公演で

となりました。

おばあちゃんの悲しい初恋を知り、戦争中のことをもっと知りた

披露しました。当日は多くの方に来場

温泉町にある老舗旅館「ほたる館」の娘、小学 5 年生の一子
は昔ながらの旅館に集う個性豊かな人々に囲まれ、友達の

来年も同時期に「プロに学ぶ演劇
講座」を開催予定です。どなたでも楽

いと思う様になり…。

開演 18：30/11：00 /15：30
出演 劇団天白月夜
料金 2,500円

R4/6/29 開催

開演前は緊張気味の受講生たち

座席 全自由席

ほか

でしたが、最後には笑顔で、舞台の楽

対象 未就学児入場〇

ほか

しさを味わえた様子。講座では、初め

取扱い 7月10日（日）～

しく参加いただけます。興味のある方
はぜひ挑戦してみてください。新しい
発見がきっとありますよ。

ての参加者も、連続で何年も続けてく
れている参加者もそれぞれの課題を
いただき、「楽しかった」「受講生の頑

８月１１日(祝木)

原駅タウンサマーフェスティバル

張りに感動した」「とても良かった」な
ど、受講生たちの生き生きとした姿を

劇場で繰り広げられる夏のイベント・原駅サマータウンフェスティバルが、４年ぶり

楽しんでいただくことができました。

持って、積極的に受講している姿が印
象的でした。先生の指導の無い自主
練習も多くの方が参加して、アイデア
を出し合うなど年齢関係なく、1 つの

に開催決定です！

開演 13：00(予定）

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

練習室利用者さま紹介

劇場パートナー

「チェロアンサンブル トニカの会」

劇団天白月夜日記

料金 無料(要：氏名連絡先の記入） 取扱い ー

夏だぁぁぁー！立ち稽古スタート！
一人一人役について考えて練習を

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(祝金)

始めています。暑いのも忘れて稽

なかなかコンサートに行けない赤ちゃんや子育てに奮闘中のパパとママ。子どもと一緒に楽

ろって本番に向けて全力疾走中で

しめるジャズライブは､いかかですか？童謡やアニメソングなど楽しい音楽をお届けします。

ーす！でもムリは禁物

「キッズのはじめてジャズライブ」

古に熱中しています。メンバーもそ

熱中症に

は気を付けましょう✨

開演 11：30/14：30

座席 全自由席

出演 榊原洋子・森谷ワカ ほか

対象 未就学児入場〇

料金 シングル700円 ほか

【みお】

取扱い 7月15日(金)～受付開始
チェロを愛するメンバーが集まってアンサンブルを楽しんでいます。互いの音を

SNS でも情報発信してます！

聴き合いタイミングを合わせて弾くのは難しいですが、仲間とハーモニーを奏
でる心地よさを味わっています。

Facebook
問い合わせ先

Twitter
天白文化小劇場

Instagram

☎052-806-8060・✉tenpaku@bunka758.or.jp

今は、9 月に行われる発表会に向けて猛練習中！本番で練習の成果を発揮で

代

きるよう頑張っているところです。

連絡先:
090-3589-3776

代 表：松波 ひと美

活動回数：月 2 回程度
活動時間：13：00～16：30

表：若原 啓子

劇団 Twitter →

