
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 催事名 開演～終演 主催者 問い合わせ先  入場料等 

１ 水 
プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～⑦ 
19：00～21：00 

天白文化小劇場 806-8060 

関係者  

８ 水 
プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～⑧ 

１５ 水 

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』 

14：00～16：00 

《指定席 》  

♡一般    500 円  

♡ 障がい者 450円 

♡ 友の会(前売のみ) 

450円 

１５ 水 
プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～⑨ 
19：00～21：00 関係者  

１８ 土 
日本 ﾍﾞｰﾄｰｳﾞｪﾝｺﾝｸｰﾙ 

名古屋予選 2 
未  定 日本ﾋﾟｱﾉ演奏協会 ***** 無  料  

２２ 水 
プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～⑩ 
19：00～21：00 天白文化小劇場 806-8060 関係者  

２５ 土 

天白文化小劇場開館 25 周年記念
× 

    劇団名芸創立 60 周年記念 

天白文化小劇場ﾌｧﾐﾘｰｽﾃｰｼﾞ   

『オズの魔法使い』 

10：30～12：00 

14：30～16：00 

17：30～19：00 

天白文化小劇場 

劇 団 名 芸 

806-8060 
(天白文化小劇場 ) 

803-2922 
(劇 団 名 芸 ) 

前売 

♡ 一般   1,500円 

♡ ３才～中学生・  
障がい者   等 500円 

当日 各 ＋300円 

♡ 友の会(前売のみ) 

       1,300円 

２８ 火 
プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～⑪ 
19：00～21：00 天白文化小劇場 806-8060 関係者  

２９ 水 

プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る ３～ 
発表公演 

19：30～未定 天白文化小劇場 806-8060 無  料  
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※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。 

〒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！ 

 
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。 

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。 4月から開催中の「プロに学ぶ演劇講座～名作世界に浸る 3～」の受講生たちが 

3か月間練習してきた成果を舞台で発表します！ 

名作世界を講座講師の川村ミチル先生の演出と大野栄潤先生のピアノ生演奏に 

のせてお送りします。 

プロに学ぶ演劇講座 

～名作世界に浸る 3～発表公演 

６月 29日(水) 

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 

 

      

      

      



 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

楽しく和やかな雰囲気でした。 

6/29（水）発表公演に向けて３か月

このメンバーで基礎練習を重ね１つの

舞台を作っていきます。熱くて楽しい

川村ミチル先生の指導に負けず、パワ

フルに毎週頑張っている受講生の活

動は、SNS などで発信していく予定

です。発表公演までの頑張りをぜひ、

チェックしてみてください。 

「プロに学ぶ演劇講座～名作世界に浸る 3～」 

 

 4/13（水）スタートしたプロに学ぶ

演劇講座～名作世界に浸る 3～では

講師の川村ミチル先生のもとに25名

の受講生が集まりました。演劇経験の

ある方も初心者の方も様々で、年齢も 

 

 

 

 

 

 

10 代～80 代までと幅広く個性豊か

なメンバーとなりました。それぞれの参

加の理由は「新しいことに挑戦した

い」、「演劇技術をもっと高めたい」 

月に２回夕方から、混声で楽しく歌っています。１１年目になりました。 

童謡、唱歌からポピュラーソングなど色々な曲を時には、２部でステキなピアノ

伴奏で歌っています。男性、女性メンバー随時募集中です。まず、お気軽に見

学にいらっしゃいませんか？ 

指導者は、名古屋二期会、名古屋演奏家ソサエティの会員です。 

代 表：畑 裕子 

連絡先：080-3079-7925 

 

 

 

 

 

 

 

「親子で演劇の楽しみを体験した

い」、「毎年参加するのが楽しみ」など

色々でした。初回の講座では１人ずつ

舞台に立ち自己紹介と好きな本や

詩、詞、記事などを発表し合いました。

緊張しながらも演技付きで発表する

方、得意な歌を歌う方などそれぞれの

魅力溢れる発表となりました。発表後

はそれぞれが感想を伝え合うなどして 

活動曜日：原則 第一水曜日・第三木曜日 

活動時間：18時～19時 30分 

R4/4/13開催 

練習室利用者さま紹介 

「山査子
さ ん ざ し

の会
かい

植田
う え だ

支部
し ぶ

」 
第５回定期総会を開催しました。 

リモート参加２名を含め団員１８名

中１６名が参加。昨年度の活動報

告や今後の劇団の在り方など様々

な意見が交わされました。新たに２

名（親子）の入団希望もあり、益々

活気ある劇団へと進化していきま

す！               ［ふみゆき］ 

Facebook Twitter Instagram 

SNS でも情報発信してます！ 

開演 14：00 座席 全指定席

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 販売中

開演 10：00 座席 ー

出演 平針木遣り音頭保存会　ほか 対象 幼児～小学生とその保護者

料金 無料　※要事前申し込み 取扱い 6/25（土）より受付開始

※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 

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」 

 熟年離婚寸前の夫婦が、定年後に訪れる「熟春」を明るく迎えるための人生整理に

動き出す家族騒動をコミカルに描いたヒューマンコメディ映画です。 

６月１５日(水) 

劇場たんけん隊バックステージツアー ７月２２日(金)、２７日(水) 

プロに学ぶ演劇講座 ～名作世界に浸る３～発表公演 

プロに学ぶ演劇講座受講生たちの発表公演を行います♪ 

初心者から経験者まで、年齢も様々な参加者で１つの舞台

を作ります。川村ミチル先生の演出とピアニストによる生演奏

と共に名作の世界と一人ひとりの頑張りをご覧ください！ 

６月２９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 

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 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！ 

＆平針木遣り音頭体験＆八事の蝶々のおはなし 


