202２年
ー日付

１１月

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

催事名

開演～終演

主催・問合わせ先

入場料等

木祝

ピアノ発表会 Vol.13

15：00～18：00

鈴木 理加子

無 料

１３

日

天白文化小劇場主催
第３回 てんぱく文化祭

〈1 部〉
11：00～13：15
〈２部〉
14：30～16：30

天白文化小劇場
806-8060

要整理券
10/13(木) 9：00～

２０

日

アルパコンサート 2022

13：30～15：30

スタジオアルパ 川村寧子
studioarpa.nagoya.yasu@
gmail.com

無 料

火

令和 4 年度
天白区地域女性活動促進事業・
明るい選挙推進天白区講演会

10：00～12：00

天白区役所地域力推進室
807-3826

無 料

２３

水祝

室内管弦楽団ヴィーナ・クラシカ
第 2 回 演奏会

13：30～15：30

室内管弦楽団
ヴィーナ・クラシカ
河野 090-4194-7410

1,000 円

２６

土

３

２２

２７

日

チケット

劇団創立 60 周年記念公演
第 79 回公演「ベニスの商人」

11：00～12：30
15：00～16：30

14：00～15：30

劇団名芸
803-2922

2022

１１

前売り
一般 2,500 円
ｼﾙﾊﾞｰ・学生 2,000 円
中高生 1,500 円
小学生以下 500 円
当日券
各＋500 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。

12 月 4 日（日）

※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。

「てんぱく民踊・舞踊のつどい」

どなたでも天白文化小劇場をご利用いただけます！
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。
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。

天白区の民踊・舞踊の社中が華麗な舞を披露。

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。

毎年恒例、「てんぱく民踊・舞踊のつどい」を今年も開催します。天白区で盛んな日
本古来の民踊・舞踊を、区内で活動している社中が華やかに披露します。

【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

この機会に是非、劇場でお楽しみください。

※チラシ画像は前回のものです

〒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
ウェブサイトでも情報をご覧いただけます！
MAIL：tenpaku@bunka758.or.jp

天白文化小劇場 or 名古屋市文化振興事業団 で検索！
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―

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。

１２月４日(日)

てんぱく 民踊・舞踊のつどい
毎年恒例の「民踊・舞踊のつどい」を、開催します！
天白区の民踊・日本舞踊の社中が華麗な舞を披露します。
整理券は天白文化小劇場、または出演団体までお問い合わ
せください！

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
R4/9/10-11 開催

「ほたる館物語」
9/10（土）-11（日）に全 3 回の公

次は、11/13（日）の天白文化小劇

演を行いました。総勢 520 名の方に

場主催てんぱく文化祭に出演します。

ご来場いただき、劇団天白月夜の「ほ

15 分間と短い持ち時間に天白月夜

たる館物語」を楽しんでいただきまし

の魅力をぎゅっと詰め込んだ発表で

た。アンケートでは『とっても良かった。

す。第 2 部に出演予定ですので、整理
券をお求めの上、ご来場ください。

開演 12：00

座席 全自由席

出演 天白民踊・舞踊同好会

対象 未就学児入場〇

料金 無料

※要整理券

をいただきました。
コロナ対策をしながらの練習や演出
家不在のなかでの練習など、いろい

取扱い 11月16日(水)より配布開始

また、劇団天白月夜では団員を募集
しています。興味のある方は、劇団代
表までご連絡ください。

ろな困難を乗り越えてやっとたどり着
いた公演本番。劇団員やスタッフが一
内容も演技も楽しめました』、『とても

天白文化小劇場主催

第３回てんぱく文化祭

１１月１３日(日)

感動しました。元気をもらえました』、
『これからも応援しています』『また見
たいです』などたくさんの温かい感想

天白文化小劇場で練習を重ねている 16 の団体が、舞台で日頃の練習の成果を

丸となり皆様の心に響く作品を届けら
れたことをとてもうれしく思います。こ
れからも劇団天白月夜を永く応援し
て頂けるよう頑張っていきます。

発表します。2 部制で、各部ごとに整理券が必要です。天白文化小劇場でのみ
整理券配布。

練習室利用者さま紹介

開演 ①11：00 ②14：30

座席 全自由席

出演 文化芸術団体

対象 未就学児入場〇

料金 無料 ※要整理券

「アンサンブルフォーレ」

劇団天白月夜日記
9 月 10 日・11 日は「ほたる館物
語」の本番でした。3 公演で 520
人のお客様が来てくださり、アンケ
ートにも「最初から最後まで目が
離せなかった」「笑って、泣けて、感
動した！素晴らしい舞台です!!」と
たくさんの感想をいただきました。

取扱い 配布中

ほっと平針こどもまつり 中止

劇場パートナー

中止

本当にありがとうございました。こ
れからもよろしくお願いします。
【わか】

11 月に開催予定で準備を進めていた「ほっと平針こどもまつり」はコロナウイルス感染拡大が年少者にも広がって
いることを受けて中止することとなりました。毎年楽しみにお待ちいただいている皆様には残念なお知らせとなって
しまいましたが、ご理解とご協力をお願いいたします。

サックスアンサンブル（三重奏）のグループです。

SNS でも情報発信してます！

私たちのこれからやりたいこと。
・自分たちの好きな曲を三重奏で楽しみたい。

Facebook
問い合わせ先

Twitter
天白文化小劇場

Instagram

☎052-806-8060・✉tenpaku@bunka758.or.jp

・レパートリーを増やして、ランチコンサートなどに出演したい。

代

実現できるように、三人で楽しみながら、練習を続けていこうと思います❕

連絡先:
090-3589-3776

活動日：月 1 回 水曜日

活動時間：13：00～16：30

表：若原 啓子

劇団 Twitter →

