
天風劇場 2020 年 2 月 3～５日 日暮里サニーホール 

主催)ワンドロッププロジェクト東日本 

                  

月日 時間 メインシーン メインキャスト 会場(数字は収容人数) 

12/2(月) 18-21 シーン３③ 全コロス、佐藤/藤本、天風 新宿区牛込箪笥地域ｾﾝﾀｰ ﾊﾞﾗ A,B 60 

12/8(日) 1330-17 全ｼｰﾝ内ﾀﾞﾝｽ(純) 全コロス、全シーン振付、(1208 隊欠） 高輪区民センター講習室 

12/10(火) 18-21 シーン５③ 全コロス、印南/田中/篠原/大野/川上、天風 新宿区戸塚地域センター42 

12/12(木) 18-21 ﾀﾞﾝｽ(純) 全コロス、渡辺/橋本/前田、天風 新宿若松地域ｾﾝﾀｰはなみずき和室 20 

12/14(土) 915-12☆ 合唱(宮) 第 4 楽章 全ｷｬｽﾄ＋全ｺﾛｽ＋歌劇全聖歌隊 日本橋社会教育会館(食事不可) 

   1330-1630 シーン 4,5④ 全コロス、橋本/印南//前田/加藤/岡本太郎/倭姫 江東区文化センターリハーサル室 20 

12/16(月) 18-21 シーン２③ 全コロス、今井/高橋/吉沢/栗原/田中智學/ヨシ子 新宿区戸塚地域センター集会室 42 

12/18(水) 18-21 シーン 3④ 全コロス、佐藤/藤本 新宿区戸塚地域センター集会室 42 

12/21(土) 15-19 シーン内 歌(宮) 全コロス、宮川先生集中レッスン セシオン杉並 

12/23(月) 18-21 シーン１③ 全コロス、渡辺/田中、天風 新宿区戸塚地域センター集会室 42 

12/25(水) 18-21 ﾀﾞﾝｽ&歌(純宮) 全コロス、宮川＋純子先生集中レッスン 新宿区四ツ谷地域センター音楽室 30 

1/7(火) 18-21 ﾌﾟﾛｴﾋﾟﾛｰｸﾞ④ 全コロス、吉沢/栗原/藤本、天風 江東区文化センターサブレクホール60 

1/9(木) 18-21 シーン 1,5④ 全コロス、渡辺/印南/岡本太郎/倭姫、天風 江東区総合区民ｾﾝﾀｰｻﾌﾞﾚｸﾎｰﾙ 120 

1/11(土) 915-12☆ 合唱(宮) 第 4 楽章 全ｷｬｽﾄ＋全ｺﾛｽ＋歌劇全聖歌隊 江東区文化センターレクホール 

   13-1730 前半通し稽古 プロ,シーン 1,2,3 全コロス、天風 江東区文化センター第 1 和室 40 

1/15(水) 18-21 シーン４⑤ 全コロス、橋本/前田/加藤、天風 江東区総合区民ｾﾝﾀｰｻﾌﾞﾚｸﾎｰﾙ 120 

1/17(金) 18-21 シーン３⑤ 全コロス、佐藤/藤本、天風 江東区東大島文化ｾﾝﾀｰ第 1 和室 64 

1/19(日) 915-12☆ 合唱(宮) 第 4 楽章 全ｷｬｽﾄ＋全ｺﾛｽ＋歌劇全聖歌隊 文京区立アカデミー向丘レクホール 

   1330-1730 後半通し稽古 シーン 4,5,エピ、全コロス、天風 江東区東大島文化ｾﾝﾀｰ第 1 研修室 81 

1/21(火) 18-21 ﾌﾟﾛｴﾋﾟﾛｰｸﾞ⑤ 全コロス、吉沢/栗原/藤本、天風 江東区総合区民ｾﾝﾀｰ第 2 研修室 63 

1/23(木) 18-21 シーン２④ 全コロス、今井/高橋/吉沢/栗原/田中智學/ヨシ子 江東区総合区民ｾﾝﾀｰｻﾌﾞﾚｸﾎｰﾙ 120 

1/25(土) 13-21 通し稽古① 全員 江東区東大島文化ｾﾝﾀｰ AV ﾎｰﾙ/和室 

1/27(月) 18-21   江東区東大島文化ｾﾝﾀｰ第 1 研修室 81 

1/29(水) 18-21   江東区総合区民ｾﾝﾀｰｻﾌﾞﾚｸﾎｰﾙ 120 

2/1(土) 13-21 通し稽古② 全員 江東区東大島文化ｾﾝﾀｰ和室 1/研修室 1 

2/2(日) 13-17 未定(予備)  江東区文化センター研修室 1 

  ☆追加練習(合唱) 

  ＊時間等の変更がある場合がありますので、直前に必ずご確認ください。 

   練習会場問合せ アシストエイド（高橋、石川、篠原）、制作ディレクター栗原仁美 
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【会場案内】 似た名称があるので十分にご注意ください。 

 

 ■中央区築地社会教育会館  https://goo.gl/maps/G9d1RgETM2TPFYJWA 

         〒104-0045 東京都中央区築地４丁目１５  銀座線東銀座５分 

         第 2 洋室    30 人   50 ㎡ 

         第 3 洋室    45 人   80 ㎡ 

         第 4 洋室    35 人   55 ㎡ 

 ■中央区日本橋社会教育会館 第２和室 03-3669-2102  https://goo.gl/maps/cCAaAGQJmBpR1qEQ8 

         〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町１丁目１−１７  日比谷線人形町４分 

         第 2 和室     40 人   21 畳 

 ■UR 都市機構（独立行政法人都市再生帰国） https://goo.gl/maps/3JHkXMs5Dbs2JdqTA  

  東日本賃貸住宅本部北多摩住宅管理センター 神代団地管理サービス事務所  042-482-4642 

         〒182-0006 東京都調布市西つつじケ丘４丁目２３−１ 横断歩道渡って直進 30m 

         管理棟の隣洋室 1  115 ㎡ 

 ■江東区東大島文化センター  03-3681-6331  https://goo.gl/maps/S3RDoQK4h2CVJTzJA 

         〒136-0072 東京都江東区大島８丁目３３−９  都営新宿線 東大島５分 

         第 1 研修室     80 人   93.7 ㎡ 

         第 6 研修室     30 人   70.4 ㎡ 

         第 1 和室       64 人   122.9 ㎡ 

         AV ホール      80 人   106.4 ㎡ 

 ■江東区文化センター 03-3644-8111  https://goo.gl/maps/CpoZgQQn1aDBcZ3t6 

         〒135-0016 東京都江東区東陽４丁目１１−３  東西線東陽町 ５分 

         第 1 和室        64 人   122.9 ㎡ 

         第 1 研修室      45 人   59.1 ㎡ 

         リハーサル室    20 人  105.9 ㎡ 

         サブレクホール  60 人  124 ㎡ 

 ■新宿区赤城生涯学習館 03-3269-2400  https://goo.gl/maps/rbsHAo4NHcyAuLGi8 

         〒162-0817 東京都新宿区赤城元町１−３  東西線 神楽坂３分 

         講習室   20 人   44.4 ㎡ 

 ■中根一丁目会議室  https://goo.gl/maps/uNKjMcUDseQ4eszf9 

         〒152-0031 東京都目黒区中根１丁目１０−２２ 

         第 5 会議室    48 人 

 ■大岡山西住区センター  03-3724-5251  https://goo.gl/maps/MjuazkJTGr81z25Y8 

         〒152-0032 東京都目黒区平町１丁目１５−１２ 

          

 ■新宿区牛込箪笥地域センター 03-3260-3677  https://goo.gl/maps/JecR7VAysGrAZNby5 

         〒162-0833 東京都新宿区箪笥町１５  大江戸線牛込神楽坂０分 

         バラ A.B   60 人   104 ㎡ 

 ■高輪区民センター 03-5421-7616  https://goo.gl/maps/GXmZ5CWiZQkSJwLw8 

         〒108-0074 東京都港区高輪１丁目１６−２５  南北線白金高輪 真上 

         講習室  40 人 

 

 ■新宿区戸塚地域センター 03-3209-8001  https://goo.gl/maps/8yKUR5rrYS3C3F1u8 

https://goo.gl/maps/MjuazkJTGr81z25Y8


         〒169-0075 東京都新宿区高田馬場２丁目１８−１  ＪＲ高田馬場３分 

         集会室 1   42 人   58 ㎡ 

 ■新宿若松地域センター 03-3209-6030  https://goo.gl/maps/bZCz4EibJ44FjWoq7 

         〒162-0056 東京都新宿区若松町１２−６  大江戸線若松河田２分 

         はなみずき(和室)   20 人   18 畳 

  

 ■セシオン杉並  https://goo.gl/maps/gMRfQ2dtSuv89VDT9 

         〒166-0011 東京都杉並区梅里１丁目２２−３２ 

         40 人 

 ■新宿区四谷地域センター 03-3351-3314  https://goo.gl/maps/tMrysznYYxqgNcYH8 

         〒160-0014 東京都新宿区内藤町８７  丸ノ内線新宿御苑５分 

         音楽室      30 人   68 ㎡ 

 ■江東区総合区民センター tel 03-3637-2261  https://goo.gl/maps/BNsGuSYQgZrxSvf6A 

         〒136-0072 東京都江東区大島４丁目５−１都営新宿 西大島１分  

         第 2 研修室    63 人   96.4 ㎡ 

         サブレクホール 120 人  111.8 ㎡ 

  

 

 


