西文化小劇場では、6 月から 8 月にわたって２つのオペラ講座を開催します。
コースは、合唱を通してオペラの楽しさを体験する A コース「オペラ合唱講座」と、
舞台裏から見たオペラの面白さを学ぶ B コース「オペラの魅力講座（前期）」の２つ。
どちらの講座も年齢や経験に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
お申込みは、必要事項【①希望講座 A. オペラ合唱講座／B. オペラの魅力講座／
AB 共申込 ②ふりがな ③お名前 ④住所 ⑤電話番号・FAX ⑥メールアドレス】を
記載し、電話・FAX・郵送・窓口・メールにて西文化小劇場までお申し込みください。

オペラの魅力（前期）
講師：澤脇達晴
日程：6 月 4、11、18、26 日、
7 月 2、9、17、23、31 日、
8 月 6 日（火 or 水・全 10 回）
時間：18：30～20：30
受講料：10,000 円

講師：大須賀鬨雄（オペラ演出家）
日程：6 月 15 日、7 月 6、27 日、
8 月 10 日（土・全 4 回）
※後期も 4 回を予定

時間：13：30～15：30
受講料：4,000 円

‘A’TEAM BIG BAND

ウィリアム・シルク

エレノア・シー

名古屋を中心に活躍するジャズオーケストラ‘A’TEAM BIG BAND
（エイチームビッグバンド）が西文化小劇場に登場します！
今回は、ゲスト Vocal にウィリアム・シルク、エレノア・シーを迎え、MY
FAVORITE SONGS をあなたにお届けします。
日時：6 月 30 日（日）16：00 開演（15：30 開場）
料金：＜全自由席＞※未就学児入場不可
一般 3,500 円
友の会会員・障がい者等 3,150 円
大学生以下 2,500 円（一般のみ当日 500 円増）
演奏：‘A’TEAM BIG BAND 作編曲・構成：藤崎邦夫
ゲスト Vocal：ウィリアム・シルク、エレノア・シー

お お す かときお

大須賀鬨雄先生

名古屋芸術大学・西文化小劇場 第 4 回連携事業
西文化小劇場開館 25 周年記念 室内オペラ公演

プロに学ぶオペラ講座 B コース

プロに学ぶオペラ講座 A コース

さわ わきみち はる

澤脇達晴先生

フィガロの結婚

歌劇
日程：2020 年 3 月１４日（土）・１５日（日）
共に 15：00 開演予定 料金等未定。
演出：澤脇達晴
出演：名古屋芸術大学学生・卒業生他
西文化小劇場オペラ合唱団
演奏：名古屋芸術大学オーケストラ

日時：6 月 28 日（金）
18：30 開演（18：00 開場）
料金：＜全指定席＞※未就学児入場不可
一般 3,300 円
友の会会員・障がい者等 3,000 円
色紙とともに、これまでの
花の木寄席を振り返ります。

風の吹く 方を後ろに
柳かな
柳亭市馬
落語『天災』での一句。
「柳のように柔らかい心
持ちで生きましょう」とい
う意味です。

お問合せ 名古屋市西文化小劇場

～おむすびの音のおべんとうばこ～
日時：5 月 29 日（水）10：30 開演（10：00 開場）
料金：＜全自由席＞※乳幼児もチケットが必要です。
ペア（大人 2 名でも可）1000 円、シングル 700 円
ぬりえ割 ペア 900 円、シングル 600 円（西文化小劇場のみ）
出演：おむすび（橋本加恵(Pf)、鈴木良実(Vo)、加藤弓佳(Vo&Pf)、村瀬雅恵(Per)）
曲目：ハイホー、アンパンマンのマーチ、トトロ、てあそびなど

名古屋市西区花の木二丁目 18 番 23 号
鶴舞線「浄心」下車 4 番出口より南へ徒歩 3 分
TEL 052-523-0080
FAX 052-523-0081
MAIL nisi@bunka758.or.jp
https://www.bunka758.or.jp/scd07_top.html
休館日：月曜（祝・休日のときはその直後の休日でない日）
表面掲載公演のチケットは西文化小劇場ほかお近くの文化小劇場等
でもお買い求めいただけます。

２０１９年

5月

西文化小劇場イベントスケジュール
２０１９年 4 月 13 日現在

開催日

催し物名

３
（金）

Natsumi Ballet Academy
第３回発表会

１２
（日）

第 13 回 夢♡リサイタル
みなみ新体操クラブ

開演

終演
（予定）

16:30

19:30

1部
13:00

14:30

2部
16:30

18:00

お問合せ先

料金等

Natsumi Ballet
Academy
natsumiballetacademy@
gmail.com

［全自由席］
前売・当日
1,000 円

みなみ新体操クラブ
052-521-5100

無料
※1 部・2 部
完全入替制

１９
（日）

MAC 音楽教室 発表会

12:30

15:30

MAC 音楽教室

無料

２６
（日）

サウンドクリエイション
ウインドアンサンブル
第１９回不定期演奏会

13:00

15:30

サウンドクリエイション
ウインドアンサンブル

無料

scw.mailing@gmail.com

西文化小劇場
523-0080

２９
（水）

『ぶんしん 0・1・2』
O さいからのファミリーコンサート
～おむすびの音のおべんとうばこ～

10:30

［全自由席］
ペア（大人 2 名でも可）
1000 円
シングル 700 円
ぬりえ割
ペア 900 円
シングル 600 円
（西文化小劇場のみ）

11:30

↑メール予約↑
※乳幼児もチケット
が必要です。
この催し物予定表は変更になることがありますので、詳細についてはお問合わせ先までご連絡ください。

０～100 才までの英会話教室

浄心外語学院・本部校

和楽堂

電話 052-522-6720
西文化小劇場せんべい

西区押切 2-8-4 電話 531-3506

〒451-0062 西区花の木 2-1-17
℡ 052-521-8384

アカデミー国枝バレエ
名古屋市西区花の木 3-11-29
052-532-0843
♪見学自由♪
“初心者歓迎”

江
川
端
通
商
店

江川電気工事株式会社

http://www.jyoshin-sfl.com/

小 中個別指導もやっています
英 国 数 社 理

創業 64 年の実績
建物・工場の電気工事全般

名古屋芸大グループ

株式会社クレアーレ
■発行・編集・制作／西区 中日新聞販売店
■発行エリア／西区全域
■発行日／毎月第 2・4 土曜日（12・1 月のみ例外）
■問い合わせ なごや西ホームニュース社
電話／917-7420 FAX／919-0801

TEL：052-523-0080

・アートプランニング
・演奏者派遣
・名古屋芸術大学施設の一部貸し出し
https://creare.cc 電話：0568-26-3355

FAX：052-523-0081

