北文化小劇場 11月催し物ご案内

平成30年10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
11/3
(土・祝）

11/4
(日）

催し物
劇座公演 名古屋弁娯楽劇

終演

①13:30 ①16:00
②18:00 ②20:30

「宗春の時代
～名古屋城下は華の賑わい～」
七代藩主徳川宗春の時代を舞台とした作
品です。宗春と瓜二つなお侍、朝日鯱右
衛門を中心に繰り広げられるコメディ時
代劇です。

日本舞踊
11/11
(日）

開演

13:30

入場料

(公財)名古屋市
文化振興事業団
249-9387

全自由席
一般 3,000円
友の会 2,700円
(当日 3,000円)
学生 1,500円

16:00

華遊會
16:30

葛西啓作
090-3305-4507
(FAX 445-1766)

無料

13:30

15:00

公益社団法人
名古屋北法人会・
名古屋北税務連絡
協議会共催
915-3886
(FAX 915-3850)

無料
(要事前申込)

13:00

16:00

日本舞踊瑞鳳流
217-8729
(FAX 308-8729)

全自由席
1,000円

16:00

詩舞道錦城流名古
屋支部 鈴木緑操
981-2860

無料

11:15

伊藤孝恵後援会
683-1101
(FAX 683-1102)

全自由席
大人 1,000円
子ども 500円
ﾌｧﾐﾘｰ券2,500円
(桝席で4～6名)
※0歳児よりチ
ケットが必要

15:30

名古屋市聴言障害
者協会
(FAX 740-3633)

前売 3,000円
当日 3,500円
(小学生まで無
料)

𠮷松
090-5861-7676

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

日本舞踊の発表会です。内田流、結月
流、立花流、工藤流、吉祥流、北條流、 11:30
明日香流、梅若流、菊川流、藤百合流
等15社中に出演いただきます。
「税を考える週間」記念講演会

11/14
(水）

問い合わせ先

「日本経済の行方と日中関係、
これからの企業経営」
元中国大使、元伊藤忠商事会長・社長
丹羽宇一郎氏が講演します。

能楽おでかけワークショップ
平成31年1月6日（日） 13：00～15：30
参加費600円 ※要事前申込

日本舞踊瑞鳳流
11/18
（日）

11/21
(水）

「瑞鳳雅子 瑞鳳澄依
リサイタル二人会」
日本舞踊瑞鳳流理事長瑞鳳雅子と家元
瑞鳳澄依のリサイタルです。
詩舞道錦城流

13:30

名古屋支部35周年記念大会
伊藤たかえと創る0歳からの音楽祭
with プロジェクトSPICA

11/24
(土）

11/25
(日）

11/29
(木）

泣いても走り回っても大丈夫！0歳から
お母さんお父さんまで、みんなで楽し
めるリトミックコンサートです。

創立15周年記念
第15回なごや手話フェスティバル
登山家 田村聡氏による記念講演とお
笑い夫婦漫才ショーを開催します。

10:15

10:00

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

10:00

11:30

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。

名古屋能楽堂が北文化小劇場に“おでかけ”します。
伝統を感じることのできる劇場で、気軽に「狂言」と「囃子」を体験
してみませんか？
【 講

師 】 井上松次郎（和泉流狂言方）
竹市 学 （藤田流笛方）
船戸昭弘（幸清流小鼓方）
河村眞之介（石井流大鼓方） 加藤洋輝（観世流太鼓方）
【募集人数】 先着50人 ※未就学児はご遠慮ください。
【申込方法】 お電話または来館にて、北文化小劇場 までお申込みください。
【受付開始】 平成30年11月16日（金）10：00～

伝統芸能共育コーディネーター連載エッセイ 第三十回

劇場近くのお店紹介～第13回 宮崎模型～

日本舞踊・ちびっこほのぼのエピソード集「第8回～あたま山～」
平成30年10月13日、名古屋能楽堂にて私の師匠五條園美先生のリサイタルが開催されます。(この
エッセイをお読み頂いている頃はもう終わっていますが……)その演目の中に長唄『あたま山』があり
ます。その亭主が大変な大頭で、その頭に生えた桜の木。その木を抜いたら池ができてしまって……と
有名な落語「あたま山」からの舞踊です。
20年ほど前の再演時、私も町衆として先輩方と出演させて頂きました。当時お稽古を始めてまだ2年
くらいの5才の女の子が生まれて初めて日本舞踊の舞台を観に来ました。その翌週のお稽古で会うやい
なや、「そのみ先生、じょうずだったねぇ！」と大興奮！
～ぼうふら 源五郎水すまし あめんぼが すいすいすいすい水の上 頭が池に夏が来る～
という歌詞がありまして、園美先生が軽快にあめんぼや、水すましの振りをすいすい、ピッピと踊ら
れたのがよほど面白かったのでしょう。
日本舞踊五條流師範
彼女はお稽古場で目をキラキラさせながら小さい体をコミカルに
五條美佳園先生
動かして、園美先生のあめんぼを真似して見せたのです。
ただ今、リサイタル直前でお稽古も大詰め。悩み、模索する中でふと当時の彼女の笑顔
が浮かび、励まされ、私の元気の源になっています。
園美先生は今でもよく、「あの時○○ちゃんに『じょうずだねぇ』と言ってもらえたの
が本当に嬉しかったわ」と思い出話をされます。
今回の『あたま山』を鑑賞する子どもたちも何を感じて何に心を動かされるのか楽しみ
ですし、私自身も子どもたちの胸を躍らすような日本舞踊を発信していきたいと気持ちを
新たにしました。
五條園美先生による日本舞踊の様子

今月ご紹介する宮崎模型さんは、当劇場の道をはさんで真向かいにある鉄道模型店です。
商店街の小さなガラスのドアを開けるとNゲージ鉄道模型のジオラマワールドが広がり
ます。こちらは鉄道模型販売だけでなく、お客さまが自分の車両を持ち込み、ジオラマで
電車を走らせて楽しむ名古屋でも数少ないレンタルレイアウトのお店です。
ジオラマには線路と駅だけでなく、山の上の城とロープウェイ、観覧車やメリーゴーラ
ンドのある遊園地、コンビナートと様々なものがあり、普通に電車の窓から見る景色以上
に変化があって楽しいものになっています。ジオラマは縦2m×横6m。運転路線は新幹線複
線、在来線複線、ローカル線、路面電車軌道で6路線、レール総延長は約115ｍ。運転料金
は車両持込の場合1時間1路線600円～となっています。
店長の宮崎博さんは、子どもの頃からの鉄道好きで、ご出身の大阪だけでなく、お仕事
の関係で出かけた東京など日本各地で電車に乗っています。サンライズ出雲（寝台特急）
や景色のいいことで知られる瀬戸内マリンビューも乗ったそうです。国内だけでなくヨー
ロッパでもフランスのTGV、スペインのAVEなど色々な特急電車に乗っています。そして夢
はオリエント急行に乗車することだそうです。
お客さまも鉄道好きの方が各地から来店されるそうですが、一言で鉄道ファンといって
も人それぞれで、名鉄電車が好きな方、貨物列車が好きな方、来店されると5時間ぐらい
電車を走らせて楽しまれる方もいらっしゃるそうです。
ところで残念なお知らせがあります。こちらのお店は諸般の事情により12月上旬くらい
で閉店を予定されているそうです。閉店後もインターネットでの鉄道模型販売、ジオラマ
レイアウトの制作は続けるとのことです。
営業日は残りわずかになってしまいましたが、特に鉄道好きの方！ぜひ足を運んでみて
ください！店長お手製のジオラマは一見の価値ありです。

店舗外観

店内ジオラマ

The Polar Star Jazz Orchestra 活動報告 (vol.41)
最近のThe Polar Star Jazz Orchestra ＆イベント出演情報
〒462-0037
北区志賀町4-60-9
TEL 325-7810
営業日 土日祝及び
10/31、11/7、11/21
13：00～19：00

さて今回のPSJO活動報告では、5月に加入した新メンバーをご紹介します！
ベースの土屋さんです！質問に答えていただきました。
Q:PSJOに参加したきっかけは？
大学時代にジャズベースをやっており、そのことを知ったPSJOのメンバーの方から誘
っていただきました。練習を見学し、皆さんが楽しそうな様子を見て、私も参加したい
なと思いました。
Q:今後の意気込みは？
今までコードを読んでベースを弾いていたため、楽譜（音譜）を読むことができませ
ん。まずは、そこに慣れていきたいです。
土屋さん、ありがとうございました！土屋さんは仕事と両立しながら練習に励んでい
ます。特にパート練習の際、講師の先生と熱心に練習に取り組んでいる姿が印象的です。
もちろん、他のメンバーも積極的に講師に質問したり、個人的に集まって練習をした
りと、やる気に満ち溢れております！
そんなPSJOですが、11月も２つのイベントに出演いたしますので、皆様、応援よろしく
お願いします！
●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。

路面電車

アーチ橋

遊園地
（観覧車とメリーゴーランドは回転します）

施設事業のご案内
12/19（水） 「プロに学ぶ演劇講座」発表公演 【入場無料】

ベースの土屋さん

無謀なことに挑戦するのがモットーな平塚先生のもとに21人の受講生が集まりました。演劇初挑戦のメンバーを含めた受講
生の成果を、ぜひご覧ください。
日
時：
会
場：
出
演：
作・演出：
上演作品：
料
金：

平成30年12月19日（水）19：00開演（18：30開場）
北文化小劇場
プロに学ぶ演劇講座受講生21名
平塚直隆（オイスターズ）
贋作・セチュアンの善人
入場無料

1/19（土） 芸どころ名古屋公演「狂う ～SCANDAL～」 【10/23（火）9：00より販売開始】
日本の伝統芸能である日本舞踊、雅楽、長唄、箏曲の総力を結集させて創り上げる舞台公演です。
愛に狂う「女性」をテーマに、恋愛の先に生まれる女性の執念や情念、哀愁や儚さを各ジャンルで表現します。
4人の実演家による伝統芸能の集大成をお見逃しなく！

どちらのイベントも入場無料です！お出かけがしやすくなったこの時期、ぜひお越しください。

日
会
出

時：
場：
演：

料

金：

平成31年1月19日（土） 2回公演 11：00開演（10：30開場）／ 15：00開演（14：30開場）
北文化小劇場
箏曲／岡崎美奈江（地唄・箏曲演奏家）、長唄／杵屋六春（名古屋音楽大学講師）
日本舞踊／五條美佳園（日本舞踊五條流師範）、雅楽／柴垣治樹（雅楽演奏家・雅楽企画者・主韻会代表）
他、各団体所属の実演家
＜時間指定・全自由席＞ 10／23（火）9：00より販売開始
一般 2,500円 → 友の会会員、障がい者等2,000円
※未就学児入場不可。

