
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日付 催事名 開演～終演 主催・問合わせ先 入場料等 

 
１ 

 
水 

名古屋芸術大学ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ 
卒業制作公演 はっぴいろまんないと 

18：00～20：00 
名古屋芸術大学ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ 

artmanagementnua2019@gmail.com 

3，000 円  
(全指定席) 

３ 金 
和楽－WAGAKU－ 

～鬼は外、楽は内～ 
15：00～16：00 

名古屋芸術大学ｱｰﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ 

nua2020.am@gmail.com 

一般         1，800 円 
65 歳以上 1，500 円 
25 歳以下 1，000 円 
15 歳以下    500 円  

（全自由席） 

 ５ 日 
吹奏楽団ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ･ｳﾞｨｳﾞｧｰﾁｪ 

WINTER CONCERT 2023 
14：30～未定 ｖivace1994@gmail.com 無  料  

８ 水 天白区特別支援教育「卒業を祝う会」 
 9：40～10：15 
10：50～11：25 ***** 関係者  

１０ 金 
オペラ 「森は生きている」 

プレ・コンサート 
19：00～20：00 

天白文化小劇場 

806-8060 
要整理券  

１２ 日 
赤坂ジュニア音楽コンクール  

名古屋予選 
未 定 

日本ﾙｰﾏﾆｱ音楽協会 

赤坂ｼﾞｭﾆｱ音楽ｺﾝｸｰﾙ事務局 

050-6865-5916 
無  料  

１４ 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 

 

13：20～14：27 
15：45～16：35 
18：00～18：51 

愛知県立芸術大学音楽学部ﾋﾟｱﾉｺｰｽ 

天白文化小劇場 

806-8060 

 

前売 
一般     800 円 
友の会   700 円 

         (前売のみ) 

障がい者等 700 円 
          （当日共） 
当日 

一般   1，000 円 

１５ 水 第 47 回女性グループ活動発表会 13：30～15：30 
 天白区地域女性団体連絡協議会 

天白区役所地域力推進室 

807-3826 
無  料  

１８ 土 

ピアノコンサート 

10：00～11：30 
12：10～13：40 
14：20～15：50 
16：30～18：00 

日響楽器株式会社教室課 

751-6161 
関係者  

１９ 日 

２１ 火 
名古屋市民生委員・児童委員連盟 

天白区支部 支部総会 
13：30～15：20 

名古屋市民生委員・ 

児童委員連盟天白区支部 

天白区役所 福祉部 民生子ども課 

807-3881 

関係者  

２２ 水 
令和 4 年度 

天白区青少年育成区民大会 
13：30～15：30 

天白区安心安全で快適なまちづくり 

協議会 天白区役所地域力推進室 

807-3825 
無  料  

２５ 土 

ピアノコンサート 

10：00～11：30 
12：10～13：40 
14：20～15：50 
16：30～18：00 

日響楽器株式会社教室課 

751-6161 
関係者  

２６ 日 

名古屋市天白文化小劇場刊行 2023年   ２月  天白文化小劇場催し物カレンダ

ー 

プロに学ぶ演劇講座  

～名作世界に浸る 4～ 
 

長いコロナ禍、心も身体も疲れて、またか…とつい思ってしまうこともある

でしょう。そんな時、素敵な文学や詩に出会うと、目の前の世界が少し広がっ

ていくような気がしませんか？ぜひ思い切って声に出して読んでみましょう。

あなたのために選ばれた作品を、即興ピアノの演奏と照明で演出します。一

緒に立つメンバー、初心者でもベテランでも OK！奮ってご応募ください。 

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！ 

2023 

2 

〒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 

4/12（水）～6/28（水） 

 

※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」表示のある催しは、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・各区文化小劇場などでもチケット購入できます。 

チケット 

チケット 

チケット 



 

 

まだ元のようにとはいきませんが、出

演者からも『活気がある中で披露出

来て良いね』『楽しく踊ることができ

た』といった声がありました。 

「てんぱく民踊・舞踊のつどい」は来

年も 12 月に開催予定です。天白区

で盛んで、昔から親しまれている民

踊・舞踊をぜひ来年もお楽しみくださ

いませ。 

「てんぱく民踊・舞踊のつどい」 

1２/４（日）に「てんぱく民踊・舞踊の

つどい」を開催しました。天白区で盛

んな民踊・舞踊を全 40曲、天白区で

活動している 5 社中の方々が披露し

ました。 

 

 

 

 

 

 

出演者は小学生～シニアの方までと、

とても幅広い年代の方で、日ごろの 

成果を発表しました。足さばきや道具 

を扱う所作、繊細な踊りから力強い 

天白区のマスコットキャラクター「かぼっち」が、大好きな天白区の魅力を、もっ

ともっとたくさんの皆さんに知っていただくために、YouTube を始めました！か

ぼっちゅーぶの動画は全部で 5本！かぼっちが区内を駆け回って、天白区の魅

力をご紹介しています。①ユーチューバーかぼっち誕生、②伝統玩具「八事の

蝶々」、③名古屋市指定無形民俗文化財「平針木遣り音頭」、④dela ふぁー

む（農業センター）⑤天白区特産野菜「八事五寸にんじん」。動画の視聴は、

名古屋市公式 YouTube チャンネル「まるはっちゅ～ぶ」からご覧いただけま

す。 

問合 天白区役所地域力推進室  TEL807-3824   

 

 

 

 

 

 

 

踊りまで、様々な民踊・舞踊を華やか

に魅せた 3時間半でした。 

この催し物は長年天白文化小劇場で

開催しているのですが、コロナ禍にな

ってからは来場制限を設けながら開

催を続けていました。今年は感染予防

対策を行いながら、客席定員数は制

限せずに開催することができました。 

R4/1２/４開催 

天白の魅力発信動画 
「かぼっちゅーぶ！」 

Facebook Twitter Instagram 

SNS でも情報発信してます！ 

開始 19：00 定員 25名

講師 川村ミチル 対象 小学5年生以上

料金 9,900円 取扱い 1/27受付開始

開演 13：20/15：45/18：00 座席 全自由席

出演 愛知県立芸術大学選抜学生 対象 未就学児入場×

料金 一般800円（当日200円増）ほか 取扱い 販売中

開演 19：00 座席 全自由席・300名定員

出演 名古屋二期会  ほか 対象 未就学児入場×

料金 無料（要整理券） 取扱い 配布中

※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 

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 

愛知県立芸術大学音楽学部ピアノコースの学生が、集大成としてピアノの名曲に挑

みます。若々しさに満ち溢れた音色が織りなすピアノ曲を是非お楽しみください。 

２月１４日(火) 

オペラ「森は生きている」 プレ・コンサート 

２０２３年３月４日～５日に名古屋市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・コンサートをお気軽にお楽しみください。 

 

２月１０日(金) 

～名作世界に浸る４～ 
4/12 から全 15 回のプロに学ぶ演劇講座を開催します。毎

週水曜日 19時～21時の 2時間の講座と、最終日 6/28に

は成果発表会を行います。初心者でもベテランでも誰でも参

加 OK！申し込みは 1/27（金）～3/24(金)までです。 

４月 1２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 

プロに学ぶ演劇講座 

2022 年１月21日開催【オペラ月の影】 

天白区 かぼっちゅーぶ 検索 

次の公演の稽古が始まるまでは、

基礎レッスンを怠りません。2023

年もたくさんの方に楽しんでいた

だけるように、個々の力を磨き、演

技の幅を広げられるよう頑張って

います。写真は２人一組で即興芝

居の稽古。           【たむら】 


