北文化小劇場 3月催し物ご案内
※

平成30年2月10日現在

非公開の催し物や練習でのご利用等のため、掲載のない催し物もございます。予めご了承ください。

開催日

催し物

3/3
（土）

桜花学園大学名古屋短期大学
JAZZサークル tutti 定期演奏会

3/11
(日）

第12回 おまつりさわぎ
～あの日を忘れない～

3/14
(水）

ぶんしん0.1.2
ベビーウェルカムコンサート

3/17
(土）

北文化小劇場presents JAZZ WEEKEND
ＤＡＹ1 BIG BAND BATTLE
～Over Generations～

3/18
(日）

北文化小劇場presents JAZZ WEEKEND
ＤＡＹ2 The Polar Star Jazz
Orchestra 2nd Concert
ゲスト広瀬未来

3/23
(金）

名古屋市立八王子中学校
合唱部演奏会
～いつでも 楽しい 音が鳴る～

開演
18:00

終演
20:00

★詳細は中面をご覧ください

問い合わせ先

入場料

桜花学園大学 名古屋短
期大学 JAZZｻｰｸﾙtutti
無料
（代表 西村幸恵）
0562-97-5503
北文化小劇場
052-910-3366

全自由席600円
中学生以下無料

11:30

北文化小劇場
052-910-3366

全自由席800円
ペア1,500円
0歳児よりチケット
必要

17：00

北文化小劇場
052-910-3366

全自由席800円
2公演同時購入
1,500円（限定100
セット）

14:00

17：00

北文化小劇場
052-910-3366

全自由席800円
2公演同時購入
1,500円（限定100
セット）

17:00

19:00

名古屋市立八王子中学校
052-911-6605
無料
FAX 991-9265

10:00

10:30

14:00

15:30

★詳細は中面をご覧ください

3/24
(土）

大石音楽教室発表会
「プチ・コンサート」

13:30

16:30

大石音楽教室

無料
関係者のみ

3/25
(日）

名古屋津軽手踊り会
第十八回 発表会

13:00

未定

名古屋津軽手踊り会
052-412-2633

全自由席
3,000円

3/27
（火）

名古屋市立若葉中学校
ジャズアンサンブル部
Spring Live 2018

16:00

未定

北文化小劇場
910-3366

無料

17:00

名古屋市立北陵中学校
吹奏楽部
052-913-2336
FAX 991-9267

13:30

14:30

名古屋市立大曽根中学校
合唱部
無料
052-913-2266

18:30

20：00

3/28
(水）

名古屋市立北陵中学校 吹奏楽部
Spring Concert

3/29
（木）

名古屋市立大曽根中学校 合唱部
春のコンサート

3/31
（土）
4/1
（日）

15:00

★詳細は中面をご覧ください

★詳細は中面をご覧ください

FESTA！2018
★詳細は中面をご覧ください

12：00
16：00

※ 網掛けになっているものは、北文化小劇場の主催事業です。

13：30
17:30

名古屋市立若葉中学校ジャズアンサンブル部

ＳＰＲＩＮＧ ＬＩＶＥ 2018
～地域ふれあいコンサート～

3/27（火）
16：00 開演
入場無料・先着順

名古屋市内の中学校で一番歴史のあるジャズバンド、若葉中学校ジャズアンサンブル部が
地域の皆さまにお楽しみいただける恒例のコンサートを開催いたします。ゲストには東海地方を中
心に活動しているラテンジャズバンド、B-styleを迎え、迫力のステージをお届けいたします！

北文化小劇場 臨時休館のお知らせ
名古屋市北文化小劇場は、天井脱落対策工事のための臨時休館に伴い、下記の日程で利用を休止いたします。
工事期間中、ご利用の皆さまにはご不便をおかけしますが、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。

無料

Theater BamBoo
全自由席
090-1826-2069
800円
theaterbamboo.web.fc2.
（当日1,000円）
com
この印刷物は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

＜利用休止期間＞ 平成31年4月1日から平成32年2月29日まで
【競合受付につきまして】
ホールは芸術文化活動でのご利用の場合、１年前からお申し込みが可能です。（講演会･式典などでのご利用は
6ヶ月前、練習でのご利用は4ヶ月前から。）
休館に伴い、平成30年3月をもって競合受付は休止させていただき、次回は平成31年3月より受付を再開させて
いただきます。皆様のまたのご利用を心よりお待ち申し上げます。
※施設の空き情報は事業団HP http://www.bunka758.or.ｊｐ/ からもご覧いただけます。

ホール競合受付期間

利用月

受付期間

平成31年 3月分

平成30年 3月 1日（木）～平成30年 3月 6日（火)

●受付時間 9:00～20:00 休館日を除きます。
※ホール競合受付最終日の競合分の受付時間は9:00～
17:00です。
●休館日 月曜日(休日の時はその直後の休日でない日)
年末年始(12月29日～1月3日)

伝統芸能共育コーディネーター連載エッセイ 第二十二回

３月の催し物ピックアップ！

日本舞踊・ちびっこほのぼのエピソード集「第６回～６才の友情・絆・仏さま～」

日本舞踊五條流師範
五條美佳園先生

毎年３月から５月に北名古屋市の、あるお寺の本堂で開催される「春の日本舞踊教室」
の講師を、ご縁に恵まれましてさせていただいています。
一般の皆さまから募り、２才から高校生の子どもたちが、童謡から長唄まで楽しくお稽
古をして、最終日には発表会で成果をご披露しています。
数年前のある日、小学校低学年のクラスでの一件です。いつもとても仲良しの姉妹が、
お稽古着(浴衣)に着替える最中二人で泣いてしまったことがありました。後から聞いてみ
ると、その日二人が同じ浴衣を着たいと言ったのがきっかけだったようです。(ありますよ
ね、一つしかない物を欲しくなったり食べたくなったりすること)
先にお稽古を始めていた子どもたちと私は、泣いている二人のことが気になりお稽古の途
中で様子を見に行きました。
６才女児Ａ「がんばろ！だいじょうぶだよ。」
同Ｂ「美佳園先生とがんばるって約束したじゃない！」
同Ｃ「みんなといっしよにやろうよ♡」

小さいながらに、それぞれ思い思いの励ましの言葉をかけて必死になだめる子どもたち。中には声をかけずにジッとそばに
寄り添ってくれていた子もいました。みんなの気持ちが通じたのか、二人は奮起して涙を拭きながらお稽古場である本堂へ。
私も「だいじょうぶよ、みんな一緒だもん。それに、ここは仏様がみんなのこと見守っていてくださるからね」と言葉をか
けると、
６才女児Ｄ「そうよ！他ではこうはいかないんだから！」
なんと頼もしい言葉！その言葉を聞いて、泣いていた二人もニッコリ！元気にお稽古を始めることができました。
見えない力に守られることで子どもたちは勇気や自信を持つことができます。だからこそ子どもたちはその場所が大好き
で頑張れるのでしょう。私も子どもたちからパワーをもらえるこの春の教室が楽しみです。
今年もその季節になりました。少しでも興味をお持ち下さる皆さま、是非春の教室を覗きにいらして下さい。子どもたち
の生き生きした姿をご覧いただけると思います。
※追伸……もちろん、宗教は全く問いません。どなた様もお気軽にお越しいただけます。

3/ 3

桜花学園大学 名古屋短期大学

（土）

JAZZサークル tutti
定期演奏会

3/23

名古屋市立八王子中学校合唱部演奏会

(金）

3/28

八王子中学校合唱部、初めての演奏会です。「ディズニー・ワールド」
「Let’sで出会った合唱曲たち」「Enjoy!Jポップ」の3つのステージでお
～いつでも 楽しい 音が鳴る～ 楽しみください。
名古屋市立北陵中学校 吹奏楽部

(水）

Spring Concert

3/29

名古屋市立大曽根中学校 合唱部

（木）

3/31
（土）

4/ 1
（日）

卒業生にとって最後となる演奏会です。
皆様に楽しんでいただけるよう精一杯
演奏致しますので、ぜひご来場ください！

春のコンサート

3年生も参加します。今までを振り返りながら、3年生の卒部のセレモ
ニーも行います。来てくださった方々も楽しんでいただけるような会を
企画しますので、皆様ぜひ来てください。
私たち合唱部の一年間の集大成として、精一杯練習してきました。
ぜひお越しください！

Theater Bambooがお届けする、歌とダンス
の祭典「FESTA!2018」。今回も数あるミュー
Theater Bamboo Song & Dance Show ジカルの中から珠玉のナンバーを厳選し、
皆様に素敵なひと時をお贈りします。あなた
FESTA！2018
のお気に入りの一曲がきっと見つかるはず！
楽しい時間をお約束します！

施設事業レポート
1/27

芸どころ名古屋公演

BEAUTIFUL JAPAN

芸どころ名古屋公演「ＢＥＡＵＴＩＦＵＬ ＪＡＰＡＮ」無事に終了いたしました。ご
来場いただきました皆様ありがとうございました。

The Polar Star Jazz Orchestra 活動報告 (vol.33)
The Polar Star Jazz Orchestra 2018新規参加者オーディションのお知らせ
ザ・ポーラスター・ジャズ・オーケストラは、世代を超えて集まった参加者の相互交流と、音
楽を通じた街の魅力創出に貢献することを目的に平成２７年６月に結成された市民参加型の
ビッグバンドです。
平成３０年度を迎えるにあたり、新たな参加者をオーディションにて募ります。
この機会に、どうぞふるってご応募ください。皆さまのご参加をお待ちしています！
＜開催日時＞３月２２日（木）１８：００～＜予定＞
申込み書を提出の上、当日１８：００までに劇場へ集合してください。
申込書を受け付けた後の連絡は特にいたしませんのでご注意ください。
＜申込方法＞参加申込書に必要事項をご記入いただき、北文化小劇場へ郵送・FAX・持参にて
お申込みください。詳細はホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。
＜締切＞平成３０年３月２０日（火）２０：００必着

Ⅰ部の伝統的スタイルの箏曲演奏からはじまり、Ⅱ部では電子楽器と和洋楽器の音色が
溶け合ったポップな演奏、Ⅲ部ではⅡ部のALTOSに加え、Ⅰ部で出演した岡崎美奈江さん
ほか多彩なメンバーを加え賑やかな演奏となりました。
アンコールではParadise Has No Borderをお贈りしました。
北文化小劇場のもつ和の要素と現代的な音楽との融合、ひとまず大成功です！
今後も楽しい公演が控えていますのでどうぞお楽しみに！！

2/3

ユースフェスティバル in NAGOYA2018～縁～

快晴に恵まれた2月3日、ユースフェスティバルinＮＡＧＯＹＡ2018－縁えにし－を開催
しました。
ユースフェスティバルは、名古屋市青少年交流プラザと、芸術文化の活動をしている青
少年でつくる実行委員会が、舞台の進行やＰＲ活動などイベントに関わる全てを自主運営
する事業であり、2002年に始まったものです。会場である北文化小劇場も共催者として実
行委員会の皆さんのお手伝いをしてきました。
今回は、名古屋市内の高校ダンス部、大学アカペラサークル各団体、和太鼓団体が参加
し、様々なパフォーマンスが繰り広げられ、会場に声援が飛び交い熱気に溢れました。さ
らに団体合同のコラボ企画も実施し、他学校との交流により友達の和が広がったことと思
います。昨年以上に盛り上がり、出演者のご家族やご友人をはじめ大勢のお客様にご来場
いただくことができました。
～お客様の声より～
・初めてダンスを見せてもらって、とても一生懸命なところや楽しさが伝わってとても良
かった。
・午後だけでなく、一日公演してほしい。若さと一生懸命さが伝わってきました。
ありがとうございました。

