北文化小劇場 10月催し物ご案内

平成30年9月10日現在

※催し物案内には広く公開をお許しいただいたもののみを掲載しておりますので、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

開演

終演

問い合わせ先

ふれあい文化事業

林家まめ平独演会
10/6
(土）

名古屋が生んだ未来の大名人が今年
も北文化小劇場に登場！気鋭の落語
家の更に磨きのかかった芸を存分に
お楽しみください。

第5回東京国際ピアノコンクール愛
10/8
(月・祝）
知准本選、他
愛知大学二胡部知音
第20回定期演奏会

10/13
（土）

入場料
全自由席
1,000円
友の会会員（前
売のみ）・障が
い者と付添いの
方1人まで900円

15:30

北文化小劇場
910-3366

未定

未定

一般社団法人
東京国際芸術協会
03-6806-7108
FAX 03-3806-8555

13：30

未定

愛知大学二胡部知音
https://aichiniko.
jimdo.com

無料

11:30

16:00

秀洋生会
090-2341-9258

無料

ピアノ・ヴィレッジ
052-701-1228

無料

14:00

無料
（関係者のみ）

四十周年記念藤本流秀洋生会
民謡端唄俗曲三味線「絃の宴」
10/14
（日）

祝40周年！藤本流民謡端唄三味線の
秀洋生会です。どなたにも楽しんで
頂ける民謡発表会です。ゲストに名
奴連組合、多民族楽器バンドをお招
きしてパワー全開。是非お誘いのう
えお越しください。

10/21
(日）

ピアノ・ヴァイオリン発表会

①10：00 ①12：00
②13：00 ②15：00
③16：00 ③18：00

10/26
(金）

劇団スマイルバケーション
10周年特別公演
「trust ～幻想の果て～」

①14：00 ①16：00
②19：00 ②21：00

10/27
(土）
10/28
(日）

10/30
(火）

信じてる今も･･これからもずっと
裏の世界で生きるアウトローたち。
いつものように強盗して、いつもの
ように仲間と祝杯をあげる。こんな
日がいつまでも続くはずがない･･･
わかっちゃいた･･･だけど･･･

歌謡ショー
「あの頃のあの歌 この歌 何が飛
び出すか･･･お楽しみに！」

お問い合わせ
TEL 052-910-3366

FAX 052-910-3367

①11：00 ①13：00
②15：00 ②17：00
①11：00 ①13：00
②15：00 ②17：00

10:00

11:30

椅子・S席指定
5,000円
劇団スマイルバケー 枡席指定
ション
4,200円
https://www.
椅子・A席自由
sumabake.com
3,800円
（当日は各500円
増し）

𠮷松
090-5861-7676

全自由席
一般
1,000円
友の会会員 800円
小学生以下 500円
（3歳未満ひざ上鑑
賞は無料）

アクセス
名古屋市北区志賀町4丁目60-31
地下鉄名城線「黒川」下車4番出口から北へ徒歩12分

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。

伝統芸能共育コーディネーター連載エッセイ 第二十九回

劇場近くのお店紹介～第12回 ファミリーマート黒川本通5丁目店～

雅楽の楽器紹介 第8回 楽箏(がくそう)
雅楽で用いられる箏を楽箏といいます。雅楽では曲全体のリズムを刻む役割を果たします。
奈良時代に雅楽の楽器の１つとして中国から伝わり、主に唐楽(とうがく)の管絃(かんげん)や催馬
楽(さいばら)の伴奏に用いられます。
構造は長さ180センチ、幅25センチ、高さ8センチの桐の木で作
られた長方形の箱に13本の絹の絃を張り、1本ずつ柱が絃の振動
を箱に伝える仕組みです。
各名称は箏を龍に見立てて龍角（りゅうかく）、龍背（りゅう
はい）のように呼ばれています。箏爪（ことづめ）と呼ぶ竹製の
爪（竹の固い節の部分や紙や皮で作られたもの）を右手の親指、
人差し指、中指の3本にはめ弾きます。
雅楽演奏家・雅楽企画者
柴垣治樹 先生

主な演奏法には、小爪（こづめ）、閑掻（しずがき）、早掻
（はやがき）、連（れん）、結ぶ手などがあります。

楽箏を体験している様子

The Polar Star Jazz Orchestra 活動報告 (vol.40)
The Polar Star Jazz Orchestraイベント出演情報
最近のPSJOですが、台風にも負けず練習に励んでおります。
だんだんと涼しくなり、秋の気配も感じる頃になると北区内で様々なジャズのイベントが開催されます。それが、北区役
所さんによるジャズの街プロジェクトの一つ、「KITA JAZZ！」です。9月から12月までの4か月間、ジャズを気軽に楽しんで
いただけるイベントとなります。
本紙の表紙にも掲載いたしましたが、10月、11月にはPSJOが出演するイベントもございます！そして、10月21日（日）の
区民まつりでは、先日レコーディングされたばかりの、北区のテーマ曲も披露されます！
どのイベントも入場無料になりますので、ぜひお越しください！

今月は劇場近くのコンビニ、ファミリーマート黒川本通5丁目店をご紹介します。
こちらの店舗は当劇場から徒歩3分ほどで、国道41号の黒川本通5の交差点の北東角に
あります。ふだんの買い物はもちろん、当劇場の道案内をする時にも目印にしたり、
何かとお世話になっているお店でもあります。
今日は店長の大塚さんにお話を伺いました。
―ファミリーマートの店舗は増えていますが、この店ならではの特徴はありますか？
「野菜、果物を独自に仕入れ常に揃えています。お米は愛知県産のお米を直接仕入れ
ています。」
―サークルKからファミリーマートに転換しましたが何か変わりましたか？
「以前は40～50代の男性が多かったのですが、最近女性が増えています。また子ども
から高齢者まで客層が広がっています。新聞、ラジオなどマスメディアによる宣伝が
以前より増えて、新商品に対するお客さんからの反響もよくなっています。」
「人気商品は焼きとり、ファミチキです。焼きとりは以前ファミリーマートでは取り
扱っていませんでしたが、サークルKで人気があったため商品化されています。また
デザートで人気なのがシュークリームと窯出しプリン。窯出しプリンもサークルKの
人気商品でした。」
そして秋以降の季節商品としては、おでんや中華まんが取り揃えられています。
またファミリーマートといえば、無印良品の取り扱いが特徴ですね。ファミリー
マート限定商品はないそうですが、日用品、文房具があるのは便利ですね。ちなみに
筆者は「さらさら描けるゲルボールペン」がお気に入りです。
新たにイートインコーナーも７席設置され、憩いの場となっています。コーヒーを
飲むお客さんも増えたそうです。
気軽に立ち寄れる楽しく便利なお店を目指しているとのことで、劇場への行き帰り
に足を運んでみてはいかがでしょうか。

店舗外観

7席設置のイートインコーナー

〒462-0026
北区萩野通1-46-3
TEL 052-910-3032
24時間営業 無休
北文化小劇場より
徒歩3分

●名古屋ジャズストリート
日時：10月14日（日）12:30～19:00
会場：大曽根商店街
※PSJOの出演は12:30頃を予定しております。
●北区区民まつり きた・きたフェスタ
日時：10月21日（日）10:00～15:00
会場：北区役所
※PSJOの出演は10:30頃を予定しております。
★北区のテーマ曲「Departure-Theme of Kita Ward-」お披露目
●大曽根街道フェスタ～秋の音楽祭～
日時：11月3日（土） 13:00～16:00
会場：大曽根商店街
※PSJOの出演は15:00頃を予定しております。
●楠フェスタ 楽器体験TOUCH & TRY
日時：11月10日（土）10:00～15:00
会場：楠地区会館
※PSJOの出演は10:30頃を予定しております。
さてここで、一つご紹介です。PSJOにロゴマークがあるのはご存知でしょうか。
2年前に完成したもので、発表公演やイベントの印刷物などに掲載しています。
北区のデザイン会社idG株式会社様に制作していただきました。
このデザインは、いつも真北に輝く星『北極星（ポーラスター）』をイメージ
し、方位磁石・羅針盤をマーク化したもので、「PSJOが北区民の心の道しるべ」
でありますようにという想いが込められています。
イベントが続くこれからの時期、このロゴを見かけることがありましたら、皆様、
応援よろしくお願いします！

愛知県産こしひかり

野菜果物

ファミマの焼きとり

施設事業のご案内
10/6（土） ふれあい文化事業「林家まめ平独演会」 【好評発売中】
名古屋が生んだ未来の大名人が今年も北文化小劇場に登場！
気鋭の落語家の更に磨きのかかった芸を存分にお楽しみください。
日 時： 平成30年10月6日（土）14：00開演（13：30開場）
会 場： 北文化小劇場
出 演： 林家まめ平
演 目： 星野屋 ……あとは当日のお楽しみ！
料 金： ＜全自由席＞一般 1,000円 → 友の会会員、障がい者等900円
＜林家まめ平プロフィール＞
[本名]前田将臣
昭和55年8月21日生まれ。血液型B型。名古屋市港区出身。
[経歴]
2008年 3月 林家正蔵に入門
2008年 8月 初高座【場所：ねぎし三平堂】
2008年10月 前座になる
2013年 6月 二つ目昇進
[趣味]
料理、スポーツ（学生時代は野球、サッカー、ボクシングなど）。料理が好きで前職は飲食店を経験。
[これまでの出演番組]
「ビートたけしの家庭の医学」「メレンゲの気持ち」「海老名さん家の食卓」「林家三平の日帰り最前線」など。
[主な活動]
都内寄席4件、大須演芸場など落語中心に林家伝統の明るく楽しい芸をお客様にお届け出来るよう、日々精進してまいります。

