
7
2020

051VOL.

[ 月刊情報紙 ]

NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

有効期限/2020年7月末日迄

 裏面をチ
ェック

 裏面をチ
ェック

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

●アメリカの文豪ヘミングウェイ。「老人と海」「誰
がために鐘は鳴る」「武器よさらば」など多くの作
品が映画化され、1954年にはノーベル文学賞を
受賞しています。
●ハードボイルドで屈強な男性のイメージのヘミ
ングウェイですが、実は大の猫好き。フロリダの
キーウエストに住んでいた時に、知人から６本指の
猫を譲り受けます。多指症の猫の手は指が多いた
め、まるでミトンの手袋をはめたようにふっくらと
して可愛らしいうえに、通常の猫より器用でネズミ
を狩るのにも長けているそうです。ヘミングウェ
イが幸福をもたらす猫だと大切にしとことから、多
指症の猫を「ヘミングウェイキャット」と呼ぶ由来
となりました。なんだか四つ葉のクローバーみた
いで素敵ですよね。
●もしや！と思いわが家の猫様の手を確認したとこ
ろ、5本指でした。けれども愛らしい肉球を見てい
るだけで自然に笑みがこぼれてきてしまいます。
きっと目には見えない6本目の指を持っていて
ガッチリと幸せを掴んで繋ぎとめてくれる。そんな
存在です。猫好き、動
物好きの皆様がご自
宅の小さな家族を思
う時、同じ気持ちでは
ないでしょうか？

　武将マクベスは、荒野で出会った3人の魔女からの
「将来は国王となる」という予言に惑わされ野心を抱
き、主君であるダンカン王を暗殺。その時どこからとも
なく聞こえてきた声。
　「王を殺した」と直接的な表現をせずに「眠りを殺し
た」とするところは、さすがシェイクスピア。安らぎ癒し
をもたらす眠りを失うことにより、主君を裏切ってし
まった罪に対する呵責や後悔で満ちたマクベスの心の
内がより伝わってきます。
　妻からの扇動を受けて暗殺を実行するまでの逡巡
は、一幕最大のハイライトシーン。見どころとは思いつ
つも、マクベスったらあまりに決心がつかないんです。
私は毎度意識が薄れてくるのですが、衝撃的なこの台
詞でハッと目覚めます。マクベスの心の声は私の眠気
も殺してくれます。

眠りはないぞ、
マクベスは眠りを殺した

『マクベス』より

シェイクスピアは
いかが？

シェイクスピアは
いかが？

今なお愛され、上演され続けるシェイクスピア作品の
心に残る名台詞をご紹介します

Writer 栗木

Q
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市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

約45分
約1時間10分
約1時間30分

クイズの答えは「ビレッジホール催事案内」のページへ！！ [出題者 迫田]

オーケストラや吹奏楽の演奏会などでよく使われる反響
版。フォレストホールの反響版は、何もない状態から組み
終わるまでどのくらいの時間がかかるでしょうか？

ビレッジホールの反響版準備時間は、
約30分です。

幸福の6本指

[Writer 栗木]

セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・
ラフマニノフ
〈1873～1943年〉
ロシア生まれ。モスクワ音楽院で和
声やピアノを学び、ピアノ科・作曲
科を首席で卒業。1897年に行わ
れた交響曲第１番の初演が大失
敗に終わり、自信喪失。作曲がで

きなくなる。劇場で指揮者として活動した後、作曲
活動を再開しピアノ協奏曲第2番により成功を収
める。ロシア革命によりアメリカに渡ってからも演
奏活動を続けた。そして、70歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

どのくらいかかる？どのくらいかかる？

ヒント

代表作 ピアノ協奏曲第2番、鐘 など

ラフマニノフ
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ
令和2年（2020年）6月1日（月）より再開館いたしました。

ご来館の際は、新型コロナウイルス感染予防対策のご協力をお願いいたします。

ご来館のみなさまへのお願い

この他にも施設のご利用に際し、いくつか条件を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

▶日本特殊陶業市民会館　052-331-2141　▶名古屋市音楽プラザ　052-331-6041

マスクを
着用しましょう

消毒を
お願いします

発熱がある方の
ご来館はできません

距離（2ｍ）を
とりましょう

３つの「密」を
さけましょう

施設利用時は
名簿作成をお願いします

施設利用人数に
制限を設けています

ＴＯＰＩＣＳ
【

※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

この他にも施設のご利用に際し、いくつか制限を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
日本特殊陶業市民会館　052-331-2141
名古屋市音楽プラザ　052-331-6041
※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

飛沫防止シートを設置しています

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　TEL.052-331-5892
【営業時間】11：30～14：00
　　　　　 17：30～21：30

お食事の方に限り
１ドリンクサービス
（ソフトドリンク・グラス生ビール）日曜

定休

4 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
TEL.052-339-0651  【営業時間】24時間

年中
無休

店内商品１点ご購入で

ファミマカフェ
Ｓサイズコーヒー無料

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
TEL.052-212-8124
【営業時間】  9：30～17：00

ランチ
50円引き
※11:00～14:00

月曜
定休

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
TEL.052-211-8424
【営業時間】  9：30～17：30（LO.17：00）

ランチ
50円引き
※11:00～15:00

不定
休

6
金山1-13-7 ヒノデビル1階  TEL.052-331-5626
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日]/16：00～24：00

とん焼き 串カツ あたり屋
串カツ1本100円を

50円年中
無休

5
金山2-16-12 　TEL.052-339-3671
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日・祝]/16：00～24：00

焼肉じゃんじゃん亭 
年中
無休

〈金山店〉
10％OFF

7
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
TEL.052-332-6060
【営業時間】17：00～24：00

ダイニング ラクラス
月曜
定休

〈金山店〉

１杯サービス
グラス生ビール

※食事注文の方に限る

8
金山1-13-8ライズビル1F  TEL.052-322-6262
【営業時間】ランチ　11：30～14：30（Ｌ.Ｏ：14：00）  
　　　　　　ディナー 17：30～22：30（Ｌ.Ｏ：22：00）

金山筋肉ん
日曜
定休 1杯無料

黒ウーロン茶
or グラスハイボール

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザエリア

サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。
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※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

指定管理者 ： 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号　TEL.052-331-2141発行・編集

編集
後記

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ [ 月刊情報紙 ]

夏の始まりを感じる季節となりました。みなさん、今年の夏の予
定はもうお決まりですか？新型コロナウイルス流行の影響で、外
へ出かけるのは抵抗がある方がほとんどかと思います。私もま
だ、具体的な予定は立てていませんが、旅行や帰省、ライブやお祭
りなど、楽しい想像をするだけでわくわくしてきますね。おうち
時間にも慣れてきた今日この頃ですが、外出を楽しめる時期まで
もう少し！と信じて、その時を待ちましょう♪　　　　　〔迫田〕
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市民会館・音楽プラザ 公式ホームページもご覧ください

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/

過去のイベントレポート、
にじいろのバックナンバーが楽しめる！

催事スケジュールが見られる！

施設の空き状況が確認できる！

各施設の各種資料が見られる！

バーチャルビューイングで
舞台・客席内を見られる！

主催イベントの最新情報が見られる！

最新のお知らせが見られる！ ▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶
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施設点検日や初日受付日、その他最新のお知らせを見ることができます。

開催予定の主催イベントの情報をいち早く知ることができます。

フォレストホール・ビレッジホールの舞台上・客席上のパノラマ写真でより
分かりやすく内部を見ることができます。

各施設の写真はもちろん、平面図等の資料もダウンロードいただけます。

市民会館・音楽プラザの各施設の空き状況を見られます。

市民会館フォレストホール・ビレッジホール、音楽プラザサロンコンサート
の催事スケジュールを見ることができます。

開催終了した主催イベントのレポート、過去4年間分のにじいろのバック
ナンバーが見られます。
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サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ [ 月刊情報紙 ]

夏の始まりを感じる季節となりました。みなさん、今年の夏の予
定はもうお決まりですか？新型コロナウイルス流行の影響で、外
へ出かけるのは抵抗がある方がほとんどかと思います。私もま
だ、具体的な予定は立てていませんが、旅行や帰省、ライブやお祭
りなど、楽しい想像をするだけでわくわくしてきますね。おうち
時間にも慣れてきた今日この頃ですが、外出を楽しめる時期まで
もう少し！と信じて、その時を待ちましょう♪　　　　　〔迫田〕
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市民会館・音楽プラザ 公式ホームページもご覧ください

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/

過去のイベントレポート、
にじいろのバックナンバーが楽しめる！

催事スケジュールが見られる！

施設の空き状況が確認できる！

各施設の各種資料が見られる！

バーチャルビューイングで
舞台・客席内を見られる！

主催イベントの最新情報が見られる！

最新のお知らせが見られる！ ▶
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▶

▶

1

7
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2
施設点検日や初日受付日、その他最新のお知らせを見ることができます。

開催予定の主催イベントの情報をいち早く知ることができます。

フォレストホール・ビレッジホールの舞台上・客席上のパノラマ写真でより
分かりやすく内部を見ることができます。

各施設の写真はもちろん、平面図等の資料もダウンロードいただけます。

市民会館・音楽プラザの各施設の空き状況を見られます。

市民会館フォレストホール・ビレッジホール、音楽プラザサロンコンサート
の催事スケジュールを見ることができます。

開催終了した主催イベントのレポート、過去4年間分のにじいろのバック
ナンバーが見られます。
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●アメリカの文豪ヘミングウェイ。「老人と海」「誰
がために鐘は鳴る」「武器よさらば」など多くの作
品が映画化され、1954年にはノーベル文学賞を
受賞しています。
●ハードボイルドで屈強な男性のイメージのヘミ
ングウェイですが、実は大の猫好き。フロリダの
キーウエストに住んでいた時に、知人から６本指の
猫を譲り受けます。多指症の猫の手は指が多いた
め、まるでミトンの手袋をはめたようにふっくらと
して可愛らしいうえに、通常の猫より器用でネズミ
を狩るのにも長けているそうです。ヘミングウェ
イが幸福をもたらす猫だと大切にしとことから、多
指症の猫を「ヘミングウェイキャット」と呼ぶ由来
となりました。なんだか四つ葉のクローバーみた
いで素敵ですよね。
●もしや！と思いわが家の猫様の手を確認したとこ
ろ、5本指でした。けれども愛らしい肉球を見てい
るだけで自然に笑みがこぼれてきてしまいます。
きっと目には見えない6本目の指を持っていて
ガッチリと幸せを掴んで繋ぎとめてくれる。そんな
存在です。猫好き、動
物好きの皆様がご自
宅の小さな家族を思
う時、同じ気持ちでは
ないでしょうか？

　武将マクベスは、荒野で出会った3人の魔女からの
「将来は国王となる」という予言に惑わされ野心を抱
き、主君であるダンカン王を暗殺。その時どこからとも
なく聞こえてきた声。
　「王を殺した」と直接的な表現をせずに「眠りを殺し
た」とするところは、さすがシェイクスピア。安らぎ癒し
をもたらす眠りを失うことにより、主君を裏切ってし
まった罪に対する呵責や後悔で満ちたマクベスの心の
内がより伝わってきます。
　妻からの扇動を受けて暗殺を実行するまでの逡巡
は、一幕最大のハイライトシーン。見どころとは思いつ
つも、マクベスったらあまりに決心がつかないんです。
私は毎度意識が薄れてくるのですが、衝撃的なこの台
詞でハッと目覚めます。マクベスの心の声は私の眠気
も殺してくれます。

眠りはないぞ、
マクベスは眠りを殺した

『マクベス』より

シェイクスピアは
いかが？

シェイクスピアは
いかが？

今なお愛され、上演され続けるシェイクスピア作品の
心に残る名台詞をご紹介します

Writer 栗木

Q

❶
❷
❸

市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

約45分
約1時間10分
約1時間30分

クイズの答えは「ビレッジホール催事案内」のページへ！！ [出題者 迫田]

オーケストラや吹奏楽の演奏会などでよく使われる反響
版。フォレストホールの反響版は、何もない状態から組み
終わるまでどのくらいの時間がかかるでしょうか？

ビレッジホールの反響版準備時間は、
約30分です。

幸福の6本指

[Writer 栗木]

セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・
ラフマニノフ
〈1873～1943年〉
ロシア生まれ。モスクワ音楽院で和
声やピアノを学び、ピアノ科・作曲
科を首席で卒業。1897年に行わ
れた交響曲第１番の初演が大失
敗に終わり、自信喪失。作曲がで

きなくなる。劇場で指揮者として活動した後、作曲
活動を再開しピアノ協奏曲第2番により成功を収
める。ロシア革命によりアメリカに渡ってからも演
奏活動を続けた。そして、70歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

どのくらいかかる？どのくらいかかる？

ヒント

代表作 ピアノ協奏曲第2番、鐘 など

ラフマニノフ
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ
令和2年（2020年）6月1日（月）より再開館いたしました。

ご来館の際は、新型コロナウイルス感染予防対策のご協力をお願いいたします。

ご来館のみなさまへのお願い

この他にも施設のご利用に際し、いくつか条件を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

▶日本特殊陶業市民会館　052-331-2141　▶名古屋市音楽プラザ　052-331-6041
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定はもうお決まりですか？新型コロナウイルス流行の影響で、外
へ出かけるのは抵抗がある方がほとんどかと思います。私もま
だ、具体的な予定は立てていませんが、旅行や帰省、ライブやお祭
りなど、楽しい想像をするだけでわくわくしてきますね。おうち
時間にも慣れてきた今日この頃ですが、外出を楽しめる時期まで
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施設点検日や初日受付日、その他最新のお知らせを見ることができます。

開催予定の主催イベントの情報をいち早く知ることができます。

フォレストホール・ビレッジホールの舞台上・客席上のパノラマ写真でより
分かりやすく内部を見ることができます。
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「将来は国王となる」という予言に惑わされ野心を抱
き、主君であるダンカン王を暗殺。その時どこからとも
なく聞こえてきた声。
　「王を殺した」と直接的な表現をせずに「眠りを殺し
た」とするところは、さすがシェイクスピア。安らぎ癒し
をもたらす眠りを失うことにより、主君を裏切ってし
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ
令和2年（2020年）6月1日（月）より再開館いたしました。

ご来館の際は、新型コロナウイルス感染予防対策のご協力をお願いいたします。

ご来館のみなさまへのお願い

この他にも施設のご利用に際し、いくつか条件を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

▶日本特殊陶業市民会館　052-331-2141　▶名古屋市音楽プラザ　052-331-6041

マスクを
着用しましょう

消毒を
お願いします

発熱がある方の
ご来館はできません

距離（2ｍ）を
とりましょう

３つの「密」を
さけましょう

施設利用時は
名簿作成をお願いします

施設利用人数に
制限を設けています

ＴＯＰＩＣＳ
【

※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

この他にも施設のご利用に際し、いくつか制限を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
日本特殊陶業市民会館　052-331-2141
名古屋市音楽プラザ　052-331-6041
※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

飛沫防止シートを設置しています

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　TEL.052-331-5892
【営業時間】11：30～14：00
　　　　　 17：30～21：30

お食事の方に限り
１ドリンクサービス
（ソフトドリンク・グラス生ビール）日曜

定休

4 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
TEL.052-339-0651  【営業時間】24時間

年中
無休

店内商品１点ご購入で

ファミマカフェ
Ｓサイズコーヒー無料

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
TEL.052-212-8124
【営業時間】  9：30～17：00

ランチ
50円引き
※11:00～14:00

月曜
定休

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
TEL.052-211-8424
【営業時間】  9：30～17：30（LO.17：00）

ランチ
50円引き
※11:00～15:00

不定
休

6
金山1-13-7 ヒノデビル1階  TEL.052-331-5626
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日]/16：00～24：00

とん焼き 串カツ あたり屋
串カツ1本100円を

50円年中
無休

5
金山2-16-12 　TEL.052-339-3671
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日・祝]/16：00～24：00

焼肉じゃんじゃん亭 
年中
無休

〈金山店〉
10％OFF

7
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
TEL.052-332-6060
【営業時間】17：00～24：00

ダイニング ラクラス
月曜
定休

〈金山店〉

１杯サービス
グラス生ビール

※食事注文の方に限る

8
金山1-13-8ライズビル1F  TEL.052-322-6262
【営業時間】ランチ　11：30～14：30（Ｌ.Ｏ：14：00）  
　　　　　　ディナー 17：30～22：30（Ｌ.Ｏ：22：00）

金山筋肉ん
日曜
定休 1杯無料

黒ウーロン茶
or グラスハイボール

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザエリア

サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。

19
19

大
津
通伏

見
通

古沢公園

日本特殊陶業
市民会館

アスナル金山

名古屋市
音楽プラザ

日本特殊陶業
市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

5
6
8

7

2

1

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

指定管理者 ： 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号　TEL.052-331-2141発行・編集

編集
後記

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ [ 月刊情報紙 ]

夏の始まりを感じる季節となりました。みなさん、今年の夏の予
定はもうお決まりですか？新型コロナウイルス流行の影響で、外
へ出かけるのは抵抗がある方がほとんどかと思います。私もま
だ、具体的な予定は立てていませんが、旅行や帰省、ライブやお祭
りなど、楽しい想像をするだけでわくわくしてきますね。おうち
時間にも慣れてきた今日この頃ですが、外出を楽しめる時期まで
もう少し！と信じて、その時を待ちましょう♪　　　　　〔迫田〕
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市民会館・音楽プラザ 公式ホームページもご覧ください

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/

過去のイベントレポート、
にじいろのバックナンバーが楽しめる！

催事スケジュールが見られる！

施設の空き状況が確認できる！

各施設の各種資料が見られる！

バーチャルビューイングで
舞台・客席内を見られる！

主催イベントの最新情報が見られる！

最新のお知らせが見られる！ ▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

1

7

6

5
4

3

2
施設点検日や初日受付日、その他最新のお知らせを見ることができます。

開催予定の主催イベントの情報をいち早く知ることができます。

フォレストホール・ビレッジホールの舞台上・客席上のパノラマ写真でより
分かりやすく内部を見ることができます。

各施設の写真はもちろん、平面図等の資料もダウンロードいただけます。

市民会館・音楽プラザの各施設の空き状況を見られます。

市民会館フォレストホール・ビレッジホール、音楽プラザサロンコンサート
の催事スケジュールを見ることができます。

開催終了した主催イベントのレポート、過去4年間分のにじいろのバック
ナンバーが見られます。

〈全店共通クーポン券〉

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT G
※ 予定は変更になる場合もございますので各イベント主催・お問合せ先にて詳細をお問合せください

2020.7I ATION
インフォメーション 7月のイベントガイド

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ  ☎ 052-331-6041

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料
※立ち見となる場合がございますので、予めご了承ください。

（6月18日現在）

ご利用案内

日本特殊陶業市民会館
● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

※メール・FAX・郵送での臨時対応をいたします。
　詳しくはHPをご確認ください。

※受付方法に変更があります。詳しくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ

◆ 初日受付日

▶ フォレストホール、ビレッジホール

7月1日（水）

◆ 点検日 7月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 7月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 2月分

▶ 第１・第２リハーサル室

▶ 第１・第２会議室、特別会議室

● お問い合わせ  052-331-6041
● 窓口受付時間 
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

◆ 初日受付日

▶ 合奏場、大・中リハーサル室 7月1日（水）

7月1日（水）

抽　選　会 ／ 午前10時から
受付対象月 ／ 
・音楽の練習 ▶ 2021年（令和3年） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

▶ 第1・第2控室（単独使用）
抽　選　会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／ 
・音楽・舞台芸術団体による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 8月分

7月6日（月）▶ 大リハーサル室(令和3年度定期使用)
　  ※音楽の練習のみ対象
抽　選　会 ／ 午前10時30分から
受付対象期間 ／ 2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)年3月31日

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

 ☎ 052-339-5666 （9:00～17:30／土日祝休）《お問合せ》  名フィル・チケットガイド

第481回定期演奏会
〈「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・ベートーヴェン」シリーズ/田園〉

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆ チケット ： セレクト・プラチナ席10,000円～D席2,000円

［ 7/10（金）18：45開演、7/11（土）16：00開演 ］

A 約1時間10分
なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え
来月もお楽しみに！

❷▶ QRコードを読み取るか、下記キーワードで検索してください。
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

ででfacebookfacebook
市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！
ぜひ、フォローをよろしくお願いします。ぜひ、フォローをよろしくお願いします。

（6月18日現在）

開催予定はございません。

曲名：ベートーヴェン/交響曲第6番へ長調 作品68『田園』　　　指揮：小泉　和裕（名フィル音楽監督）
※当日券の販売はありません。前売券のみの販売となります。

名演7月例会　文学座
「大空の虹を見ると私の心は躍る」

28

29

(火)

(水)
名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

入会金:3,100円　会費:2,800円
29歳以下  入会金:2,300円　会費:2,000円
高校生以下  入会金:1,600円　会費:1,300円

［6月18日現在］

19:00～20:45

13:30～15:15
18:30～20:15

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。催事の開催中止について

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

開催予定はございません。

［6月18日現在］

新型コロナを乗り越えよう！新型コロナを乗り越えよう！

●ハンカチなど…1枚
肌触りの良いものを選ぶと◎
●靴下…1足
捨てる予定の穴あき靴下などが◎

まずは紐をつくります。
まずは不要な靴下のゴ
ム部分を切る。

靴下を1～2cmの幅で
切る。

ソーシャルディスタンス（フィジカルディスタンス）として、相手
との距離を2ｍ程度取ることを推奨されていますが、2ｍって一
体どれくらいなんでしょう。ジャイアントパンダ1頭分だったり、
自転車1台分だったり、色んな例えがありますが、文化施設らし
くこんな物でも2ｍをはかることができます！

そう、ギターです！
一般的なギターは全長約1ｍ。ということは2本で約2ｍになる
わけです。実際にギターを2本持ち運ぶわけにはいきませんか
ら、相手との距離を取る際はぜひ想像してみてくださいね！

ようやく近所のスーパーや薬局で販売されるようになりました
が、地域によっては品薄が続いているし、何よりまだまだ高い！
50枚セットを1000円以下で買っていた昔を思い出し、ついつい
買うのを躊躇してしまいます…。そんな人（私だけかもしれませ
んが）に良いのが、手作りマスク。お気に入りの生地で一から縫う
のも良いけれど、今回はもっと楽な方法をご紹介いたします！

緊急事態宣言も解除されたとはいえ、まだまだ感染拡大
の不安と隣合わせの日々。市民会館・音楽プラザも再開館
しましたが、本来このページに載せているはずのイベント
は、中止や延期ばかりで掲載できるものがありません。ま
たこのページがイベントでいっぱいになる日を夢見て、こ
れから数か月は感染拡大防止対策やおうちでの過ごし方
など、さまざまな情報をみなさんと共有していきたいと思
います。ぜひお付き合いください！

２ｍってどれくらい？

マスクを作ってみよう！

ダンベル先輩、プッシュアップ
バー先輩。この度は大変お世
話になっております！今後とも
よろしくお願いいたします！    
［丹羽］

後回しになっていた窓の掃
除・・。万能なセスキ炭酸ソー
ダでピカピカに。窓がキレイに
磨かれていると、気持ちも明
るくなります♪［太田］

わたしたちのSTAY HOME
まだまだ気軽に外出できない中、市民会館・音楽プラザ
スタッフはこんなことをして過ごしています。

とっても簡単にできました！一度使ったら洗濯するだけでまた使えるのも良いですね。
お気に入りのハンカチを使ってぜひ試してみてください♪

材　料

作り方

②をさらに半分に切る。

半分に裁断した生地を
お好みの長さに伸ばし、
紐完成！

ここからハンカチを折っ
ていきます。まずはひし
形にハンカチを置く。

上下を少しだけ折る。

そのまま中央に折る。

④の紐を左右に通す。

お好みの幅に調整した
ら、左右の余りを中央に
折る。

上下のはみ出た部分を
内側に折り込む。

折ったほうを内側に半
分にたたみ、紐をお好み
の長さにひっぱる。

完成！！
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NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

有効期限/2020年7月末日迄

 裏面をチ
ェック

 裏面をチ
ェック

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

●アメリカの文豪ヘミングウェイ。「老人と海」「誰
がために鐘は鳴る」「武器よさらば」など多くの作
品が映画化され、1954年にはノーベル文学賞を
受賞しています。
●ハードボイルドで屈強な男性のイメージのヘミ
ングウェイですが、実は大の猫好き。フロリダの
キーウエストに住んでいた時に、知人から６本指の
猫を譲り受けます。多指症の猫の手は指が多いた
め、まるでミトンの手袋をはめたようにふっくらと
して可愛らしいうえに、通常の猫より器用でネズミ
を狩るのにも長けているそうです。ヘミングウェ
イが幸福をもたらす猫だと大切にしとことから、多
指症の猫を「ヘミングウェイキャット」と呼ぶ由来
となりました。なんだか四つ葉のクローバーみた
いで素敵ですよね。
●もしや！と思いわが家の猫様の手を確認したとこ
ろ、5本指でした。けれども愛らしい肉球を見てい
るだけで自然に笑みがこぼれてきてしまいます。
きっと目には見えない6本目の指を持っていて
ガッチリと幸せを掴んで繋ぎとめてくれる。そんな
存在です。猫好き、動
物好きの皆様がご自
宅の小さな家族を思
う時、同じ気持ちでは
ないでしょうか？

　武将マクベスは、荒野で出会った3人の魔女からの
「将来は国王となる」という予言に惑わされ野心を抱
き、主君であるダンカン王を暗殺。その時どこからとも
なく聞こえてきた声。
　「王を殺した」と直接的な表現をせずに「眠りを殺し
た」とするところは、さすがシェイクスピア。安らぎ癒し
をもたらす眠りを失うことにより、主君を裏切ってし
まった罪に対する呵責や後悔で満ちたマクベスの心の
内がより伝わってきます。
　妻からの扇動を受けて暗殺を実行するまでの逡巡
は、一幕最大のハイライトシーン。見どころとは思いつ
つも、マクベスったらあまりに決心がつかないんです。
私は毎度意識が薄れてくるのですが、衝撃的なこの台
詞でハッと目覚めます。マクベスの心の声は私の眠気
も殺してくれます。

眠りはないぞ、
マクベスは眠りを殺した

『マクベス』より

シェイクスピアは
いかが？

シェイクスピアは
いかが？

今なお愛され、上演され続けるシェイクスピア作品の
心に残る名台詞をご紹介します

Writer 栗木

Q

❶
❷
❸

市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

約45分
約1時間10分
約1時間30分

クイズの答えは「ビレッジホール催事案内」のページへ！！ [出題者 迫田]

オーケストラや吹奏楽の演奏会などでよく使われる反響
版。フォレストホールの反響版は、何もない状態から組み
終わるまでどのくらいの時間がかかるでしょうか？

ビレッジホールの反響版準備時間は、
約30分です。

幸福の6本指

[Writer 栗木]

セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・
ラフマニノフ
〈1873～1943年〉
ロシア生まれ。モスクワ音楽院で和
声やピアノを学び、ピアノ科・作曲
科を首席で卒業。1897年に行わ
れた交響曲第１番の初演が大失
敗に終わり、自信喪失。作曲がで

きなくなる。劇場で指揮者として活動した後、作曲
活動を再開しピアノ協奏曲第2番により成功を収
める。ロシア革命によりアメリカに渡ってからも演
奏活動を続けた。そして、70歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

どのくらいかかる？どのくらいかかる？

ヒント

代表作 ピアノ協奏曲第2番、鐘 など

ラフマニノフ

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ
令和2年（2020年）6月1日（月）より再開館いたしました。

ご来館の際は、新型コロナウイルス感染予防対策のご協力をお願いいたします。

ご来館のみなさまへのお願い

この他にも施設のご利用に際し、いくつか条件を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

▶日本特殊陶業市民会館　052-331-2141　▶名古屋市音楽プラザ　052-331-6041

マスクを
着用しましょう

消毒を
お願いします

発熱がある方の
ご来館はできません

距離（2ｍ）を
とりましょう

３つの「密」を
さけましょう

施設利用時は
名簿作成をお願いします

施設利用人数に
制限を設けています

ＴＯＰＩＣＳ
【

※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

この他にも施設のご利用に際し、いくつか制限を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
日本特殊陶業市民会館　052-331-2141
名古屋市音楽プラザ　052-331-6041
※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

飛沫防止シートを設置しています

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　TEL.052-331-5892
【営業時間】11：30～14：00
　　　　　 17：30～21：30

お食事の方に限り
１ドリンクサービス
（ソフトドリンク・グラス生ビール）日曜

定休

4 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
TEL.052-339-0651  【営業時間】24時間

年中
無休

店内商品１点ご購入で

ファミマカフェ
Ｓサイズコーヒー無料

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
TEL.052-212-8124
【営業時間】  9：30～17：00

ランチ
50円引き
※11:00～14:00

月曜
定休

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
TEL.052-211-8424
【営業時間】  9：30～17：30（LO.17：00）

ランチ
50円引き
※11:00～15:00

不定
休

6
金山1-13-7 ヒノデビル1階  TEL.052-331-5626
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日]/16：00～24：00

とん焼き 串カツ あたり屋
串カツ1本100円を

50円年中
無休

5
金山2-16-12 　TEL.052-339-3671
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日・祝]/16：00～24：00

焼肉じゃんじゃん亭 
年中
無休

〈金山店〉
10％OFF

7
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
TEL.052-332-6060
【営業時間】17：00～24：00

ダイニング ラクラス
月曜
定休

〈金山店〉

１杯サービス
グラス生ビール

※食事注文の方に限る

8
金山1-13-8ライズビル1F  TEL.052-322-6262
【営業時間】ランチ　11：30～14：30（Ｌ.Ｏ：14：00）  
　　　　　　ディナー 17：30～22：30（Ｌ.Ｏ：22：00）

金山筋肉ん
日曜
定休 1杯無料

黒ウーロン茶
or グラスハイボール

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザエリア

サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。

19
19

大
津
通伏

見
通

古沢公園

日本特殊陶業
市民会館

アスナル金山

名古屋市
音楽プラザ

日本特殊陶業
市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山
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5
6
8

7

2

1

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

指定管理者 ： 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号　TEL.052-331-2141発行・編集

編集
後記

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ [ 月刊情報紙 ]

夏の始まりを感じる季節となりました。みなさん、今年の夏の予
定はもうお決まりですか？新型コロナウイルス流行の影響で、外
へ出かけるのは抵抗がある方がほとんどかと思います。私もま
だ、具体的な予定は立てていませんが、旅行や帰省、ライブやお祭
りなど、楽しい想像をするだけでわくわくしてきますね。おうち
時間にも慣れてきた今日この頃ですが、外出を楽しめる時期まで
もう少し！と信じて、その時を待ちましょう♪　　　　　〔迫田〕

72020
51VOL.

市民会館・音楽プラザ 公式ホームページもご覧ください

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/

過去のイベントレポート、
にじいろのバックナンバーが楽しめる！

催事スケジュールが見られる！

施設の空き状況が確認できる！

各施設の各種資料が見られる！

バーチャルビューイングで
舞台・客席内を見られる！

主催イベントの最新情報が見られる！

最新のお知らせが見られる！ ▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

1

7

6

5
4

3

2
施設点検日や初日受付日、その他最新のお知らせを見ることができます。

開催予定の主催イベントの情報をいち早く知ることができます。

フォレストホール・ビレッジホールの舞台上・客席上のパノラマ写真でより
分かりやすく内部を見ることができます。

各施設の写真はもちろん、平面図等の資料もダウンロードいただけます。

市民会館・音楽プラザの各施設の空き状況を見られます。

市民会館フォレストホール・ビレッジホール、音楽プラザサロンコンサート
の催事スケジュールを見ることができます。

開催終了した主催イベントのレポート、過去4年間分のにじいろのバック
ナンバーが見られます。

〈全店共通クーポン券〉

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT G
※ 予定は変更になる場合もございますので各イベント主催・お問合せ先にて詳細をお問合せください

2020.7I ATION
インフォメーション 7月のイベントガイド

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ  ☎ 052-331-6041

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料
※立ち見となる場合がございますので、予めご了承ください。

（6月18日現在）

ご利用案内

日本特殊陶業市民会館
● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

※メール・FAX・郵送での臨時対応をいたします。
　詳しくはHPをご確認ください。

※受付方法に変更があります。詳しくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ

◆ 初日受付日

▶ フォレストホール、ビレッジホール

7月1日（水）

◆ 点検日 7月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 7月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 2月分

▶ 第１・第２リハーサル室

▶ 第１・第２会議室、特別会議室

● お問い合わせ  052-331-6041
● 窓口受付時間 
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

◆ 初日受付日

▶ 合奏場、大・中リハーサル室 7月1日（水）

7月1日（水）

抽　選　会 ／ 午前10時から
受付対象月 ／ 
・音楽の練習 ▶ 2021年（令和3年） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

▶ 第1・第2控室（単独使用）
抽　選　会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／ 
・音楽・舞台芸術団体による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 8月分

7月6日（月）▶ 大リハーサル室(令和3年度定期使用)
　  ※音楽の練習のみ対象
抽　選　会 ／ 午前10時30分から
受付対象期間 ／ 2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)年3月31日

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

 ☎ 052-339-5666 （9:00～17:30／土日祝休）《お問合せ》  名フィル・チケットガイド

第481回定期演奏会
〈「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・ベートーヴェン」シリーズ/田園〉

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆ チケット ： セレクト・プラチナ席10,000円～D席2,000円

［ 7/10（金）18：45開演、7/11（土）16：00開演 ］

A 約1時間10分
なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え
来月もお楽しみに！

❷▶ QRコードを読み取るか、下記キーワードで検索してください。
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

ででfacebookfacebook
市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！
ぜひ、フォローをよろしくお願いします。ぜひ、フォローをよろしくお願いします。

（6月18日現在）

開催予定はございません。

曲名：ベートーヴェン/交響曲第6番へ長調 作品68『田園』　　　指揮：小泉　和裕（名フィル音楽監督）
※当日券の販売はありません。前売券のみの販売となります。

名演7月例会　文学座
「大空の虹を見ると私の心は躍る」

28

29

(火)

(水)
名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

入会金:3,100円　会費:2,800円
29歳以下  入会金:2,300円　会費:2,000円
高校生以下  入会金:1,600円　会費:1,300円

［6月18日現在］

19:00～20:45

13:30～15:15
18:30～20:15

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。催事の開催中止について

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

開催予定はございません。

［6月18日現在］

新型コロナを乗り越えよう！新型コロナを乗り越えよう！

●ハンカチなど…1枚
肌触りの良いものを選ぶと◎
●靴下…1足
捨てる予定の穴あき靴下などが◎

まずは紐をつくります。
まずは不要な靴下のゴ
ム部分を切る。

靴下を1～2cmの幅で
切る。

ソーシャルディスタンス（フィジカルディスタンス）として、相手
との距離を2ｍ程度取ることを推奨されていますが、2ｍって一
体どれくらいなんでしょう。ジャイアントパンダ1頭分だったり、
自転車1台分だったり、色んな例えがありますが、文化施設らし
くこんな物でも2ｍをはかることができます！

そう、ギターです！
一般的なギターは全長約1ｍ。ということは2本で約2ｍになる
わけです。実際にギターを2本持ち運ぶわけにはいきませんか
ら、相手との距離を取る際はぜひ想像してみてくださいね！

ようやく近所のスーパーや薬局で販売されるようになりました
が、地域によっては品薄が続いているし、何よりまだまだ高い！
50枚セットを1000円以下で買っていた昔を思い出し、ついつい
買うのを躊躇してしまいます…。そんな人（私だけかもしれませ
んが）に良いのが、手作りマスク。お気に入りの生地で一から縫う
のも良いけれど、今回はもっと楽な方法をご紹介いたします！

緊急事態宣言も解除されたとはいえ、まだまだ感染拡大
の不安と隣合わせの日々。市民会館・音楽プラザも再開館
しましたが、本来このページに載せているはずのイベント
は、中止や延期ばかりで掲載できるものがありません。ま
たこのページがイベントでいっぱいになる日を夢見て、こ
れから数か月は感染拡大防止対策やおうちでの過ごし方
など、さまざまな情報をみなさんと共有していきたいと思
います。ぜひお付き合いください！

２ｍってどれくらい？

マスクを作ってみよう！

ダンベル先輩、プッシュアップ
バー先輩。この度は大変お世
話になっております！今後とも
よろしくお願いいたします！    
［丹羽］

後回しになっていた窓の掃
除・・。万能なセスキ炭酸ソー
ダでピカピカに。窓がキレイに
磨かれていると、気持ちも明
るくなります♪［太田］

わたしたちのSTAY HOME
まだまだ気軽に外出できない中、市民会館・音楽プラザ
スタッフはこんなことをして過ごしています。

とっても簡単にできました！一度使ったら洗濯するだけでまた使えるのも良いですね。
お気に入りのハンカチを使ってぜひ試してみてください♪

材　料

作り方

②をさらに半分に切る。

半分に裁断した生地を
お好みの長さに伸ばし、
紐完成！

ここからハンカチを折っ
ていきます。まずはひし
形にハンカチを置く。

上下を少しだけ折る。

そのまま中央に折る。

④の紐を左右に通す。

お好みの幅に調整した
ら、左右の余りを中央に
折る。

上下のはみ出た部分を
内側に折り込む。

折ったほうを内側に半
分にたたみ、紐をお好み
の長さにひっぱる。

完成！！
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※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT G
※ 予定は変更になる場合もございますので各イベント主催・お問合せ先にて詳細をお問合せください

2020.7I ATION
インフォメーション 7月のイベントガイド

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ  ☎ 052-331-6041

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料
※立ち見となる場合がございますので、予めご了承ください。

（6月18日現在）

ご利用案内

日本特殊陶業市民会館
● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

※メール・FAX・郵送での臨時対応をいたします。
　詳しくはHPをご確認ください。

※受付方法に変更があります。詳しくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ

◆ 初日受付日

▶ フォレストホール、ビレッジホール

7月1日（水）

◆ 点検日 7月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 7月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 2月分

▶ 第１・第２リハーサル室

▶ 第１・第２会議室、特別会議室

● お問い合わせ  052-331-6041
● 窓口受付時間 
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

◆ 初日受付日

▶ 合奏場、大・中リハーサル室 7月1日（水）

7月1日（水）

抽　選　会 ／ 午前10時から
受付対象月 ／ 
・音楽の練習 ▶ 2021年（令和3年） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

▶ 第1・第2控室（単独使用）
抽　選　会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／ 
・音楽・舞台芸術団体による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 8月分

7月6日（月）▶ 大リハーサル室(令和3年度定期使用)
　  ※音楽の練習のみ対象
抽　選　会 ／ 午前10時30分から
受付対象期間 ／ 2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)年3月31日

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

 ☎ 052-339-5666 （9:00～17:30／土日祝休）《お問合せ》  名フィル・チケットガイド

第481回定期演奏会
〈「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・ベートーヴェン」シリーズ/田園〉

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆ チケット ： セレクト・プラチナ席10,000円～D席2,000円

［ 7/10（金）18：45開演、7/11（土）16：00開演 ］

A 約1時間10分
なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え
来月もお楽しみに！

❷▶ QRコードを読み取るか、下記キーワードで検索してください。
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

ででfacebookfacebook
市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！
ぜひ、フォローをよろしくお願いします。ぜひ、フォローをよろしくお願いします。

（6月18日現在）

開催予定はございません。

曲名：ベートーヴェン/交響曲第6番へ長調 作品68『田園』　　　指揮：小泉　和裕（名フィル音楽監督）
※当日券の販売はありません。前売券のみの販売となります。

名演7月例会　文学座
「大空の虹を見ると私の心は躍る」

28

29

(火)

(水)
名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

入会金:3,100円　会費:2,800円
29歳以下  入会金:2,300円　会費:2,000円
高校生以下  入会金:1,600円　会費:1,300円

［6月18日現在］

19:00～20:45

13:30～15:15
18:30～20:15

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。催事の開催中止について

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

開催予定はございません。

［6月18日現在］

新型コロナを乗り越えよう！新型コロナを乗り越えよう！

●ハンカチなど…1枚
肌触りの良いものを選ぶと◎
●靴下…1足
捨てる予定の穴あき靴下などが◎

まずは紐をつくります。
まずは不要な靴下のゴ
ム部分を切る。

靴下を1～2cmの幅で
切る。

ソーシャルディスタンス（フィジカルディスタンス）として、相手
との距離を2ｍ程度取ることを推奨されていますが、2ｍって一
体どれくらいなんでしょう。ジャイアントパンダ1頭分だったり、
自転車1台分だったり、色んな例えがありますが、文化施設らし
くこんな物でも2ｍをはかることができます！

そう、ギターです！
一般的なギターは全長約1ｍ。ということは2本で約2ｍになる
わけです。実際にギターを2本持ち運ぶわけにはいきませんか
ら、相手との距離を取る際はぜひ想像してみてくださいね！

ようやく近所のスーパーや薬局で販売されるようになりました
が、地域によっては品薄が続いているし、何よりまだまだ高い！
50枚セットを1000円以下で買っていた昔を思い出し、ついつい
買うのを躊躇してしまいます…。そんな人（私だけかもしれませ
んが）に良いのが、手作りマスク。お気に入りの生地で一から縫う
のも良いけれど、今回はもっと楽な方法をご紹介いたします！

緊急事態宣言も解除されたとはいえ、まだまだ感染拡大
の不安と隣合わせの日々。市民会館・音楽プラザも再開館
しましたが、本来このページに載せているはずのイベント
は、中止や延期ばかりで掲載できるものがありません。ま
たこのページがイベントでいっぱいになる日を夢見て、こ
れから数か月は感染拡大防止対策やおうちでの過ごし方
など、さまざまな情報をみなさんと共有していきたいと思
います。ぜひお付き合いください！

２ｍってどれくらい？

マスクを作ってみよう！

ダンベル先輩、プッシュアップ
バー先輩。この度は大変お世
話になっております！今後とも
よろしくお願いいたします！    
［丹羽］

後回しになっていた窓の掃
除・・。万能なセスキ炭酸ソー
ダでピカピカに。窓がキレイに
磨かれていると、気持ちも明
るくなります♪［太田］

わたしたちのSTAY HOME
まだまだ気軽に外出できない中、市民会館・音楽プラザ
スタッフはこんなことをして過ごしています。

とっても簡単にできました！一度使ったら洗濯するだけでまた使えるのも良いですね。
お気に入りのハンカチを使ってぜひ試してみてください♪

材　料

作り方

②をさらに半分に切る。

半分に裁断した生地を
お好みの長さに伸ばし、
紐完成！

ここからハンカチを折っ
ていきます。まずはひし
形にハンカチを置く。

上下を少しだけ折る。

そのまま中央に折る。

④の紐を左右に通す。

お好みの幅に調整した
ら、左右の余りを中央に
折る。

上下のはみ出た部分を
内側に折り込む。

折ったほうを内側に半
分にたたみ、紐をお好み
の長さにひっぱる。

完成！！
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※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です
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※ 予定は変更になる場合もございますので各イベント主催・お問合せ先にて詳細をお問合せください

2020.7I ATION
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ぜひ、フォローをよろしくお願いします。ぜひ、フォローをよろしくお願いします。

（6月18日現在）

開催予定はございません。

曲名：ベートーヴェン/交響曲第6番へ長調 作品68『田園』　　　指揮：小泉　和裕（名フィル音楽監督）
※当日券の販売はありません。前売券のみの販売となります。

名演7月例会　文学座
「大空の虹を見ると私の心は躍る」

28

29

(火)

(水)
名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

入会金:3,100円　会費:2,800円
29歳以下  入会金:2,300円　会費:2,000円
高校生以下  入会金:1,600円　会費:1,300円

［6月18日現在］

19:00～20:45

13:30～15:15
18:30～20:15

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。催事の開催中止について

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

開催予定はございません。

［6月18日現在］

新型コロナを乗り越えよう！新型コロナを乗り越えよう！

●ハンカチなど…1枚
肌触りの良いものを選ぶと◎
●靴下…1足
捨てる予定の穴あき靴下などが◎

まずは紐をつくります。
まずは不要な靴下のゴ
ム部分を切る。

靴下を1～2cmの幅で
切る。

ソーシャルディスタンス（フィジカルディスタンス）として、相手
との距離を2ｍ程度取ることを推奨されていますが、2ｍって一
体どれくらいなんでしょう。ジャイアントパンダ1頭分だったり、
自転車1台分だったり、色んな例えがありますが、文化施設らし
くこんな物でも2ｍをはかることができます！

そう、ギターです！
一般的なギターは全長約1ｍ。ということは2本で約2ｍになる
わけです。実際にギターを2本持ち運ぶわけにはいきませんか
ら、相手との距離を取る際はぜひ想像してみてくださいね！

ようやく近所のスーパーや薬局で販売されるようになりました
が、地域によっては品薄が続いているし、何よりまだまだ高い！
50枚セットを1000円以下で買っていた昔を思い出し、ついつい
買うのを躊躇してしまいます…。そんな人（私だけかもしれませ
んが）に良いのが、手作りマスク。お気に入りの生地で一から縫う
のも良いけれど、今回はもっと楽な方法をご紹介いたします！

緊急事態宣言も解除されたとはいえ、まだまだ感染拡大
の不安と隣合わせの日々。市民会館・音楽プラザも再開館
しましたが、本来このページに載せているはずのイベント
は、中止や延期ばかりで掲載できるものがありません。ま
たこのページがイベントでいっぱいになる日を夢見て、こ
れから数か月は感染拡大防止対策やおうちでの過ごし方
など、さまざまな情報をみなさんと共有していきたいと思
います。ぜひお付き合いください！

２ｍってどれくらい？

マスクを作ってみよう！

ダンベル先輩、プッシュアップ
バー先輩。この度は大変お世
話になっております！今後とも
よろしくお願いいたします！    
［丹羽］

後回しになっていた窓の掃
除・・。万能なセスキ炭酸ソー
ダでピカピカに。窓がキレイに
磨かれていると、気持ちも明
るくなります♪［太田］

わたしたちのSTAY HOME
まだまだ気軽に外出できない中、市民会館・音楽プラザ
スタッフはこんなことをして過ごしています。

とっても簡単にできました！一度使ったら洗濯するだけでまた使えるのも良いですね。
お気に入りのハンカチを使ってぜひ試してみてください♪

材　料

作り方

②をさらに半分に切る。

半分に裁断した生地を
お好みの長さに伸ばし、
紐完成！

ここからハンカチを折っ
ていきます。まずはひし
形にハンカチを置く。

上下を少しだけ折る。

そのまま中央に折る。

④の紐を左右に通す。

お好みの幅に調整した
ら、左右の余りを中央に
折る。

上下のはみ出た部分を
内側に折り込む。

折ったほうを内側に半
分にたたみ、紐をお好み
の長さにひっぱる。

完成！！
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〈全店共通クーポン券〉

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT G
※ 予定は変更になる場合もございますので各イベント主催・お問合せ先にて詳細をお問合せください

2020.7I ATION
インフォメーション 7月のイベントガイド

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ  ☎ 052-331-6041

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料
※立ち見となる場合がございますので、予めご了承ください。

（6月18日現在）

ご利用案内

日本特殊陶業市民会館
● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
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※メール・FAX・郵送での臨時対応をいたします。
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※受付方法に変更があります。詳しくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ
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名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報
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❷▶ QRコードを読み取るか、下記キーワードで検索してください。
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開催予定はございません。
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など、さまざまな情報をみなさんと共有していきたいと思
います。ぜひお付き合いください！
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バー先輩。この度は大変お世
話になっております！今後とも
よろしくお願いいたします！    
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後回しになっていた窓の掃
除・・。万能なセスキ炭酸ソー
ダでピカピカに。窓がキレイに
磨かれていると、気持ちも明
るくなります♪［太田］
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まだまだ気軽に外出できない中、市民会館・音楽プラザ
スタッフはこんなことをして過ごしています。

とっても簡単にできました！一度使ったら洗濯するだけでまた使えるのも良いですね。
お気に入りのハンカチを使ってぜひ試してみてください♪
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〈全店共通クーポン券〉
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

有効期限/2020年7月末日迄
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ェック
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ェック

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

●アメリカの文豪ヘミングウェイ。「老人と海」「誰
がために鐘は鳴る」「武器よさらば」など多くの作
品が映画化され、1954年にはノーベル文学賞を
受賞しています。
●ハードボイルドで屈強な男性のイメージのヘミ
ングウェイですが、実は大の猫好き。フロリダの
キーウエストに住んでいた時に、知人から６本指の
猫を譲り受けます。多指症の猫の手は指が多いた
め、まるでミトンの手袋をはめたようにふっくらと
して可愛らしいうえに、通常の猫より器用でネズミ
を狩るのにも長けているそうです。ヘミングウェ
イが幸福をもたらす猫だと大切にしとことから、多
指症の猫を「ヘミングウェイキャット」と呼ぶ由来
となりました。なんだか四つ葉のクローバーみた
いで素敵ですよね。
●もしや！と思いわが家の猫様の手を確認したとこ
ろ、5本指でした。けれども愛らしい肉球を見てい
るだけで自然に笑みがこぼれてきてしまいます。
きっと目には見えない6本目の指を持っていて
ガッチリと幸せを掴んで繋ぎとめてくれる。そんな
存在です。猫好き、動
物好きの皆様がご自
宅の小さな家族を思
う時、同じ気持ちでは
ないでしょうか？

　武将マクベスは、荒野で出会った3人の魔女からの
「将来は国王となる」という予言に惑わされ野心を抱
き、主君であるダンカン王を暗殺。その時どこからとも
なく聞こえてきた声。
　「王を殺した」と直接的な表現をせずに「眠りを殺し
た」とするところは、さすがシェイクスピア。安らぎ癒し
をもたらす眠りを失うことにより、主君を裏切ってし
まった罪に対する呵責や後悔で満ちたマクベスの心の
内がより伝わってきます。
　妻からの扇動を受けて暗殺を実行するまでの逡巡
は、一幕最大のハイライトシーン。見どころとは思いつ
つも、マクベスったらあまりに決心がつかないんです。
私は毎度意識が薄れてくるのですが、衝撃的なこの台
詞でハッと目覚めます。マクベスの心の声は私の眠気
も殺してくれます。

眠りはないぞ、
マクベスは眠りを殺した

『マクベス』より

シェイクスピアは
いかが？

シェイクスピアは
いかが？

今なお愛され、上演され続けるシェイクスピア作品の
心に残る名台詞をご紹介します

Writer 栗木

Q

❶
❷
❸

市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

約45分
約1時間10分
約1時間30分

クイズの答えは「ビレッジホール催事案内」のページへ！！ [出題者 迫田]

オーケストラや吹奏楽の演奏会などでよく使われる反響
版。フォレストホールの反響版は、何もない状態から組み
終わるまでどのくらいの時間がかかるでしょうか？

ビレッジホールの反響版準備時間は、
約30分です。

幸福の6本指

[Writer 栗木]

セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・
ラフマニノフ
〈1873～1943年〉
ロシア生まれ。モスクワ音楽院で和
声やピアノを学び、ピアノ科・作曲
科を首席で卒業。1897年に行わ
れた交響曲第１番の初演が大失
敗に終わり、自信喪失。作曲がで

きなくなる。劇場で指揮者として活動した後、作曲
活動を再開しピアノ協奏曲第2番により成功を収
める。ロシア革命によりアメリカに渡ってからも演
奏活動を続けた。そして、70歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

どのくらいかかる？どのくらいかかる？

ヒント

代表作 ピアノ協奏曲第2番、鐘 など

ラフマニノフ

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ
令和2年（2020年）6月1日（月）より再開館いたしました。

ご来館の際は、新型コロナウイルス感染予防対策のご協力をお願いいたします。

ご来館のみなさまへのお願い

この他にも施設のご利用に際し、いくつか条件を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

▶日本特殊陶業市民会館　052-331-2141　▶名古屋市音楽プラザ　052-331-6041

マスクを
着用しましょう

消毒を
お願いします

発熱がある方の
ご来館はできません

距離（2ｍ）を
とりましょう

３つの「密」を
さけましょう

施設利用時は
名簿作成をお願いします

施設利用人数に
制限を設けています

ＴＯＰＩＣＳ
【

※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

この他にも施設のご利用に際し、いくつか制限を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
日本特殊陶業市民会館　052-331-2141
名古屋市音楽プラザ　052-331-6041
※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

飛沫防止シートを設置しています

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　TEL.052-331-5892
【営業時間】11：30～14：00
　　　　　 17：30～21：30

お食事の方に限り
１ドリンクサービス
（ソフトドリンク・グラス生ビール）日曜

定休

4 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
TEL.052-339-0651  【営業時間】24時間

年中
無休

店内商品１点ご購入で

ファミマカフェ
Ｓサイズコーヒー無料

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
TEL.052-212-8124
【営業時間】  9：30～17：00

ランチ
50円引き
※11:00～14:00

月曜
定休

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
TEL.052-211-8424
【営業時間】  9：30～17：30（LO.17：00）

ランチ
50円引き
※11:00～15:00

不定
休

6
金山1-13-7 ヒノデビル1階  TEL.052-331-5626
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日]/16：00～24：00

とん焼き 串カツ あたり屋
串カツ1本100円を

50円年中
無休

5
金山2-16-12 　TEL.052-339-3671
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日・祝]/16：00～24：00

焼肉じゃんじゃん亭 
年中
無休

〈金山店〉
10％OFF

7
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
TEL.052-332-6060
【営業時間】17：00～24：00

ダイニング ラクラス
月曜
定休

〈金山店〉

１杯サービス
グラス生ビール

※食事注文の方に限る

8
金山1-13-8ライズビル1F  TEL.052-322-6262
【営業時間】ランチ　11：30～14：30（Ｌ.Ｏ：14：00）  
　　　　　　ディナー 17：30～22：30（Ｌ.Ｏ：22：00）

金山筋肉ん
日曜
定休 1杯無料

黒ウーロン茶
or グラスハイボール

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザエリア

サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。

19
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大
津
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日本特殊陶業
市民会館
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名古屋市
音楽プラザ
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市民会館前
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※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

指定管理者 ： 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号　TEL.052-331-2141発行・編集

編集
後記

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ [ 月刊情報紙 ]

夏の始まりを感じる季節となりました。みなさん、今年の夏の予
定はもうお決まりですか？新型コロナウイルス流行の影響で、外
へ出かけるのは抵抗がある方がほとんどかと思います。私もま
だ、具体的な予定は立てていませんが、旅行や帰省、ライブやお祭
りなど、楽しい想像をするだけでわくわくしてきますね。おうち
時間にも慣れてきた今日この頃ですが、外出を楽しめる時期まで
もう少し！と信じて、その時を待ちましょう♪　　　　　〔迫田〕

72020
51VOL.

市民会館・音楽プラザ 公式ホームページもご覧ください

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/

過去のイベントレポート、
にじいろのバックナンバーが楽しめる！

催事スケジュールが見られる！

施設の空き状況が確認できる！

各施設の各種資料が見られる！

バーチャルビューイングで
舞台・客席内を見られる！

主催イベントの最新情報が見られる！

最新のお知らせが見られる！ ▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

1

7
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2
施設点検日や初日受付日、その他最新のお知らせを見ることができます。

開催予定の主催イベントの情報をいち早く知ることができます。

フォレストホール・ビレッジホールの舞台上・客席上のパノラマ写真でより
分かりやすく内部を見ることができます。

各施設の写真はもちろん、平面図等の資料もダウンロードいただけます。

市民会館・音楽プラザの各施設の空き状況を見られます。

市民会館フォレストホール・ビレッジホール、音楽プラザサロンコンサート
の催事スケジュールを見ることができます。

開催終了した主催イベントのレポート、過去4年間分のにじいろのバック
ナンバーが見られます。

〈全店共通クーポン券〉

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT G
※ 予定は変更になる場合もございますので各イベント主催・お問合せ先にて詳細をお問合せください

2020.7I ATION
インフォメーション 7月のイベントガイド

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ  ☎ 052-331-6041

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料
※立ち見となる場合がございますので、予めご了承ください。

（6月18日現在）

ご利用案内

日本特殊陶業市民会館
● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

※メール・FAX・郵送での臨時対応をいたします。
　詳しくはHPをご確認ください。

※受付方法に変更があります。詳しくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ

◆ 初日受付日

▶ フォレストホール、ビレッジホール

7月1日（水）

◆ 点検日 7月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 7月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 2月分

▶ 第１・第２リハーサル室

▶ 第１・第２会議室、特別会議室

● お問い合わせ  052-331-6041
● 窓口受付時間 
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

◆ 初日受付日

▶ 合奏場、大・中リハーサル室 7月1日（水）

7月1日（水）

抽　選　会 ／ 午前10時から
受付対象月 ／ 
・音楽の練習 ▶ 2021年（令和3年） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

▶ 第1・第2控室（単独使用）
抽　選　会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／ 
・音楽・舞台芸術団体による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 8月分

7月6日（月）▶ 大リハーサル室(令和3年度定期使用)
　  ※音楽の練習のみ対象
抽　選　会 ／ 午前10時30分から
受付対象期間 ／ 2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)年3月31日

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

 ☎ 052-339-5666 （9:00～17:30／土日祝休）《お問合せ》  名フィル・チケットガイド

第481回定期演奏会
〈「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・ベートーヴェン」シリーズ/田園〉

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆ チケット ： セレクト・プラチナ席10,000円～D席2,000円

［ 7/10（金）18：45開演、7/11（土）16：00開演 ］

A 約1時間10分
なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え
来月もお楽しみに！

❷▶ QRコードを読み取るか、下記キーワードで検索してください。
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

ででfacebookfacebook
市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！
ぜひ、フォローをよろしくお願いします。ぜひ、フォローをよろしくお願いします。

（6月18日現在）

開催予定はございません。

曲名：ベートーヴェン/交響曲第6番へ長調 作品68『田園』　　　指揮：小泉　和裕（名フィル音楽監督）
※当日券の販売はありません。前売券のみの販売となります。

名演7月例会　文学座
「大空の虹を見ると私の心は躍る」

28

29

(火)

(水)
名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

入会金:3,100円　会費:2,800円
29歳以下  入会金:2,300円　会費:2,000円
高校生以下  入会金:1,600円　会費:1,300円

［6月18日現在］

19:00～20:45

13:30～15:15
18:30～20:15

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。催事の開催中止について

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

開催予定はございません。

［6月18日現在］

新型コロナを乗り越えよう！新型コロナを乗り越えよう！

●ハンカチなど…1枚
肌触りの良いものを選ぶと◎
●靴下…1足
捨てる予定の穴あき靴下などが◎

まずは紐をつくります。
まずは不要な靴下のゴ
ム部分を切る。

靴下を1～2cmの幅で
切る。

ソーシャルディスタンス（フィジカルディスタンス）として、相手
との距離を2ｍ程度取ることを推奨されていますが、2ｍって一
体どれくらいなんでしょう。ジャイアントパンダ1頭分だったり、
自転車1台分だったり、色んな例えがありますが、文化施設らし
くこんな物でも2ｍをはかることができます！

そう、ギターです！
一般的なギターは全長約1ｍ。ということは2本で約2ｍになる
わけです。実際にギターを2本持ち運ぶわけにはいきませんか
ら、相手との距離を取る際はぜひ想像してみてくださいね！

ようやく近所のスーパーや薬局で販売されるようになりました
が、地域によっては品薄が続いているし、何よりまだまだ高い！
50枚セットを1000円以下で買っていた昔を思い出し、ついつい
買うのを躊躇してしまいます…。そんな人（私だけかもしれませ
んが）に良いのが、手作りマスク。お気に入りの生地で一から縫う
のも良いけれど、今回はもっと楽な方法をご紹介いたします！

緊急事態宣言も解除されたとはいえ、まだまだ感染拡大
の不安と隣合わせの日々。市民会館・音楽プラザも再開館
しましたが、本来このページに載せているはずのイベント
は、中止や延期ばかりで掲載できるものがありません。ま
たこのページがイベントでいっぱいになる日を夢見て、こ
れから数か月は感染拡大防止対策やおうちでの過ごし方
など、さまざまな情報をみなさんと共有していきたいと思
います。ぜひお付き合いください！

２ｍってどれくらい？

マスクを作ってみよう！

ダンベル先輩、プッシュアップ
バー先輩。この度は大変お世
話になっております！今後とも
よろしくお願いいたします！    
［丹羽］

後回しになっていた窓の掃
除・・。万能なセスキ炭酸ソー
ダでピカピカに。窓がキレイに
磨かれていると、気持ちも明
るくなります♪［太田］

わたしたちのSTAY HOME
まだまだ気軽に外出できない中、市民会館・音楽プラザ
スタッフはこんなことをして過ごしています。

とっても簡単にできました！一度使ったら洗濯するだけでまた使えるのも良いですね。
お気に入りのハンカチを使ってぜひ試してみてください♪

材　料

作り方

②をさらに半分に切る。

半分に裁断した生地を
お好みの長さに伸ばし、
紐完成！

ここからハンカチを折っ
ていきます。まずはひし
形にハンカチを置く。

上下を少しだけ折る。

そのまま中央に折る。

④の紐を左右に通す。

お好みの幅に調整した
ら、左右の余りを中央に
折る。

上下のはみ出た部分を
内側に折り込む。

折ったほうを内側に半
分にたたみ、紐をお好み
の長さにひっぱる。

完成！！
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〈全店共通クーポン券〉

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT G
※ 予定は変更になる場合もございますので各イベント主催・お問合せ先にて詳細をお問合せください

2020.7I ATION
インフォメーション 7月のイベントガイド

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ  ☎ 052-331-6041

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料
※立ち見となる場合がございますので、予めご了承ください。

（6月18日現在）

ご利用案内

日本特殊陶業市民会館
● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

※メール・FAX・郵送での臨時対応をいたします。
　詳しくはHPをご確認ください。

※受付方法に変更があります。詳しくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ

◆ 初日受付日

▶ フォレストホール、ビレッジホール

7月1日（水）

◆ 点検日 7月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 7月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 2月分

▶ 第１・第２リハーサル室

▶ 第１・第２会議室、特別会議室

● お問い合わせ  052-331-6041
● 窓口受付時間 
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

◆ 初日受付日

▶ 合奏場、大・中リハーサル室 7月1日（水）

7月1日（水）

抽　選　会 ／ 午前10時から
受付対象月 ／ 
・音楽の練習 ▶ 2021年（令和3年） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

▶ 第1・第2控室（単独使用）
抽　選　会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／ 
・音楽・舞台芸術団体による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 8月分

7月6日（月）▶ 大リハーサル室(令和3年度定期使用)
　  ※音楽の練習のみ対象
抽　選　会 ／ 午前10時30分から
受付対象期間 ／ 2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)年3月31日

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

 ☎ 052-339-5666 （9:00～17:30／土日祝休）《お問合せ》  名フィル・チケットガイド

第481回定期演奏会
〈「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・ベートーヴェン」シリーズ/田園〉

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆ チケット ： セレクト・プラチナ席10,000円～D席2,000円

［ 7/10（金）18：45開演、7/11（土）16：00開演 ］

A 約1時間10分
なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え
来月もお楽しみに！

❷▶ QRコードを読み取るか、下記キーワードで検索してください。
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

ででfacebookfacebook
市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！
ぜひ、フォローをよろしくお願いします。ぜひ、フォローをよろしくお願いします。

（6月18日現在）

開催予定はございません。

曲名：ベートーヴェン/交響曲第6番へ長調 作品68『田園』　　　指揮：小泉　和裕（名フィル音楽監督）
※当日券の販売はありません。前売券のみの販売となります。

名演7月例会　文学座
「大空の虹を見ると私の心は躍る」

28

29

(火)

(水)
名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

入会金:3,100円　会費:2,800円
29歳以下  入会金:2,300円　会費:2,000円
高校生以下  入会金:1,600円　会費:1,300円

［6月18日現在］

19:00～20:45

13:30～15:15
18:30～20:15

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。催事の開催中止について

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

開催予定はございません。

［6月18日現在］

新型コロナを乗り越えよう！新型コロナを乗り越えよう！

●ハンカチなど…1枚
肌触りの良いものを選ぶと◎
●靴下…1足
捨てる予定の穴あき靴下などが◎

まずは紐をつくります。
まずは不要な靴下のゴ
ム部分を切る。

靴下を1～2cmの幅で
切る。

ソーシャルディスタンス（フィジカルディスタンス）として、相手
との距離を2ｍ程度取ることを推奨されていますが、2ｍって一
体どれくらいなんでしょう。ジャイアントパンダ1頭分だったり、
自転車1台分だったり、色んな例えがありますが、文化施設らし
くこんな物でも2ｍをはかることができます！

そう、ギターです！
一般的なギターは全長約1ｍ。ということは2本で約2ｍになる
わけです。実際にギターを2本持ち運ぶわけにはいきませんか
ら、相手との距離を取る際はぜひ想像してみてくださいね！

ようやく近所のスーパーや薬局で販売されるようになりました
が、地域によっては品薄が続いているし、何よりまだまだ高い！
50枚セットを1000円以下で買っていた昔を思い出し、ついつい
買うのを躊躇してしまいます…。そんな人（私だけかもしれませ
んが）に良いのが、手作りマスク。お気に入りの生地で一から縫う
のも良いけれど、今回はもっと楽な方法をご紹介いたします！

緊急事態宣言も解除されたとはいえ、まだまだ感染拡大
の不安と隣合わせの日々。市民会館・音楽プラザも再開館
しましたが、本来このページに載せているはずのイベント
は、中止や延期ばかりで掲載できるものがありません。ま
たこのページがイベントでいっぱいになる日を夢見て、こ
れから数か月は感染拡大防止対策やおうちでの過ごし方
など、さまざまな情報をみなさんと共有していきたいと思
います。ぜひお付き合いください！

２ｍってどれくらい？

マスクを作ってみよう！

ダンベル先輩、プッシュアップ
バー先輩。この度は大変お世
話になっております！今後とも
よろしくお願いいたします！    
［丹羽］

後回しになっていた窓の掃
除・・。万能なセスキ炭酸ソー
ダでピカピカに。窓がキレイに
磨かれていると、気持ちも明
るくなります♪［太田］

わたしたちのSTAY HOME
まだまだ気軽に外出できない中、市民会館・音楽プラザ
スタッフはこんなことをして過ごしています。

とっても簡単にできました！一度使ったら洗濯するだけでまた使えるのも良いですね。
お気に入りのハンカチを使ってぜひ試してみてください♪

材　料

作り方

②をさらに半分に切る。

半分に裁断した生地を
お好みの長さに伸ばし、
紐完成！

ここからハンカチを折っ
ていきます。まずはひし
形にハンカチを置く。

上下を少しだけ折る。

そのまま中央に折る。

④の紐を左右に通す。

お好みの幅に調整した
ら、左右の余りを中央に
折る。

上下のはみ出た部分を
内側に折り込む。

折ったほうを内側に半
分にたたみ、紐をお好み
の長さにひっぱる。

完成！！

1
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4
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NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

有効期限/2020年7月末日迄

 裏面をチ
ェック

 裏面をチ
ェック

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

●アメリカの文豪ヘミングウェイ。「老人と海」「誰
がために鐘は鳴る」「武器よさらば」など多くの作
品が映画化され、1954年にはノーベル文学賞を
受賞しています。
●ハードボイルドで屈強な男性のイメージのヘミ
ングウェイですが、実は大の猫好き。フロリダの
キーウエストに住んでいた時に、知人から６本指の
猫を譲り受けます。多指症の猫の手は指が多いた
め、まるでミトンの手袋をはめたようにふっくらと
して可愛らしいうえに、通常の猫より器用でネズミ
を狩るのにも長けているそうです。ヘミングウェ
イが幸福をもたらす猫だと大切にしとことから、多
指症の猫を「ヘミングウェイキャット」と呼ぶ由来
となりました。なんだか四つ葉のクローバーみた
いで素敵ですよね。
●もしや！と思いわが家の猫様の手を確認したとこ
ろ、5本指でした。けれども愛らしい肉球を見てい
るだけで自然に笑みがこぼれてきてしまいます。
きっと目には見えない6本目の指を持っていて
ガッチリと幸せを掴んで繋ぎとめてくれる。そんな
存在です。猫好き、動
物好きの皆様がご自
宅の小さな家族を思
う時、同じ気持ちでは
ないでしょうか？

　武将マクベスは、荒野で出会った3人の魔女からの
「将来は国王となる」という予言に惑わされ野心を抱
き、主君であるダンカン王を暗殺。その時どこからとも
なく聞こえてきた声。
　「王を殺した」と直接的な表現をせずに「眠りを殺し
た」とするところは、さすがシェイクスピア。安らぎ癒し
をもたらす眠りを失うことにより、主君を裏切ってし
まった罪に対する呵責や後悔で満ちたマクベスの心の
内がより伝わってきます。
　妻からの扇動を受けて暗殺を実行するまでの逡巡
は、一幕最大のハイライトシーン。見どころとは思いつ
つも、マクベスったらあまりに決心がつかないんです。
私は毎度意識が薄れてくるのですが、衝撃的なこの台
詞でハッと目覚めます。マクベスの心の声は私の眠気
も殺してくれます。

眠りはないぞ、
マクベスは眠りを殺した

『マクベス』より

シェイクスピアは
いかが？

シェイクスピアは
いかが？

今なお愛され、上演され続けるシェイクスピア作品の
心に残る名台詞をご紹介します

Writer 栗木

Q

❶
❷
❸

市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

約45分
約1時間10分
約1時間30分

クイズの答えは「ビレッジホール催事案内」のページへ！！ [出題者 迫田]

オーケストラや吹奏楽の演奏会などでよく使われる反響
版。フォレストホールの反響版は、何もない状態から組み
終わるまでどのくらいの時間がかかるでしょうか？

ビレッジホールの反響版準備時間は、
約30分です。

幸福の6本指

[Writer 栗木]

セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・
ラフマニノフ
〈1873～1943年〉
ロシア生まれ。モスクワ音楽院で和
声やピアノを学び、ピアノ科・作曲
科を首席で卒業。1897年に行わ
れた交響曲第１番の初演が大失
敗に終わり、自信喪失。作曲がで

きなくなる。劇場で指揮者として活動した後、作曲
活動を再開しピアノ協奏曲第2番により成功を収
める。ロシア革命によりアメリカに渡ってからも演
奏活動を続けた。そして、70歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

どのくらいかかる？どのくらいかかる？

ヒント

代表作 ピアノ協奏曲第2番、鐘 など

ラフマニノフ

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
再開館のお知らせ
令和2年（2020年）6月1日（月）より再開館いたしました。

ご来館の際は、新型コロナウイルス感染予防対策のご協力をお願いいたします。

ご来館のみなさまへのお願い

この他にも施設のご利用に際し、いくつか条件を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。

▶日本特殊陶業市民会館　052-331-2141　▶名古屋市音楽プラザ　052-331-6041

マスクを
着用しましょう

消毒を
お願いします

発熱がある方の
ご来館はできません

距離（2ｍ）を
とりましょう

３つの「密」を
さけましょう

施設利用時は
名簿作成をお願いします

施設利用人数に
制限を設けています

ＴＯＰＩＣＳ
【

※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

この他にも施設のご利用に際し、いくつか制限を設けております。
詳しくは、ホームページをご確認いただくか、お電話にてお問合せください。
日本特殊陶業市民会館　052-331-2141
名古屋市音楽プラザ　052-331-6041
※以下JPEGデータを使用して、PDFのような感じでお願いします。
（JPEGデータと文言が違うので、イラストの箇所だけ使用してください）

飛沫防止シートを設置しています

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　TEL.052-331-5892
【営業時間】11：30～14：00
　　　　　 17：30～21：30

お食事の方に限り
１ドリンクサービス
（ソフトドリンク・グラス生ビール）日曜

定休

4 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
TEL.052-339-0651  【営業時間】24時間

年中
無休

店内商品１点ご購入で

ファミマカフェ
Ｓサイズコーヒー無料

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
TEL.052-212-8124
【営業時間】  9：30～17：00

ランチ
50円引き
※11:00～14:00

月曜
定休

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
TEL.052-211-8424
【営業時間】  9：30～17：30（LO.17：00）

ランチ
50円引き
※11:00～15:00

不定
休

6
金山1-13-7 ヒノデビル1階  TEL.052-331-5626
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日]/16：00～24：00

とん焼き 串カツ あたり屋
串カツ1本100円を

50円年中
無休

5
金山2-16-12 　TEL.052-339-3671
【営業時間】[平 日]/17：00～24：00
　　　　　[土・日・祝]/16：00～24：00

焼肉じゃんじゃん亭 
年中
無休

〈金山店〉
10％OFF

7
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
TEL.052-332-6060
【営業時間】17：00～24：00

ダイニング ラクラス
月曜
定休

〈金山店〉

１杯サービス
グラス生ビール

※食事注文の方に限る

8
金山1-13-8ライズビル1F  TEL.052-322-6262
【営業時間】ランチ　11：30～14：30（Ｌ.Ｏ：14：00）  
　　　　　　ディナー 17：30～22：30（Ｌ.Ｏ：22：00）

金山筋肉ん
日曜
定休 1杯無料

黒ウーロン茶
or グラスハイボール

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザエリア

サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。

19
19

大
津
通伏

見
通

古沢公園

日本特殊陶業
市民会館

アスナル金山

名古屋市
音楽プラザ

日本特殊陶業
市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

5
6
8

7

2

1

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

指定管理者 ： 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号　TEL.052-331-2141発行・編集

編集
後記

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ [ 月刊情報紙 ]

夏の始まりを感じる季節となりました。みなさん、今年の夏の予
定はもうお決まりですか？新型コロナウイルス流行の影響で、外
へ出かけるのは抵抗がある方がほとんどかと思います。私もま
だ、具体的な予定は立てていませんが、旅行や帰省、ライブやお祭
りなど、楽しい想像をするだけでわくわくしてきますね。おうち
時間にも慣れてきた今日この頃ですが、外出を楽しめる時期まで
もう少し！と信じて、その時を待ちましょう♪　　　　　〔迫田〕
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市民会館・音楽プラザ 公式ホームページもご覧ください

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/

過去のイベントレポート、
にじいろのバックナンバーが楽しめる！

催事スケジュールが見られる！

施設の空き状況が確認できる！

各施設の各種資料が見られる！

バーチャルビューイングで
舞台・客席内を見られる！

主催イベントの最新情報が見られる！

最新のお知らせが見られる！ ▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

1

7

6

5
4

3

2
施設点検日や初日受付日、その他最新のお知らせを見ることができます。

開催予定の主催イベントの情報をいち早く知ることができます。

フォレストホール・ビレッジホールの舞台上・客席上のパノラマ写真でより
分かりやすく内部を見ることができます。

各施設の写真はもちろん、平面図等の資料もダウンロードいただけます。

市民会館・音楽プラザの各施設の空き状況を見られます。

市民会館フォレストホール・ビレッジホール、音楽プラザサロンコンサート
の催事スケジュールを見ることができます。

開催終了した主催イベントのレポート、過去4年間分のにじいろのバック
ナンバーが見られます。

〈全店共通クーポン券〉

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT G
※ 予定は変更になる場合もございますので各イベント主催・お問合せ先にて詳細をお問合せください

2020.7I ATION
インフォメーション 7月のイベントガイド

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

催事案内

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ  ☎ 052-331-6041

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料
※立ち見となる場合がございますので、予めご了承ください。

（6月18日現在）

ご利用案内

日本特殊陶業市民会館
● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

※メール・FAX・郵送での臨時対応をいたします。
　詳しくはHPをご確認ください。

※受付方法に変更があります。詳しくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ

◆ 初日受付日

▶ フォレストホール、ビレッジホール

7月1日（水）

◆ 点検日 7月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 7月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 2月分

▶ 第１・第２リハーサル室

▶ 第１・第２会議室、特別会議室

● お問い合わせ  052-331-6041
● 窓口受付時間 
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

◆ 初日受付日

▶ 合奏場、大・中リハーサル室 7月1日（水）

7月1日（水）

抽　選　会 ／ 午前10時から
受付対象月 ／ 
・音楽の練習 ▶ 2021年（令和3年） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

▶ 第1・第2控室（単独使用）
抽　選　会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／ 
・音楽・舞台芸術団体による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 8月分

7月6日（月）▶ 大リハーサル室(令和3年度定期使用)
　  ※音楽の練習のみ対象
抽　選　会 ／ 午前10時30分から
受付対象期間 ／ 2021(令和3)年4月1日～2022(令和4)年3月31日

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

 ☎ 052-339-5666 （9:00～17:30／土日祝休）《お問合せ》  名フィル・チケットガイド

第481回定期演奏会
〈「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・ベートーヴェン」シリーズ/田園〉

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆ チケット ： セレクト・プラチナ席10,000円～D席2,000円

［ 7/10（金）18：45開演、7/11（土）16：00開演 ］

A 約1時間10分
なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え
来月もお楽しみに！

❷▶ QRコードを読み取るか、下記キーワードで検索してください。
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

ででfacebookfacebook
市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！市民会館・音楽プラザの情報を発信しています！
ぜひ、フォローをよろしくお願いします。ぜひ、フォローをよろしくお願いします。

（6月18日現在）

開催予定はございません。

曲名：ベートーヴェン/交響曲第6番へ長調 作品68『田園』　　　指揮：小泉　和裕（名フィル音楽監督）
※当日券の販売はありません。前売券のみの販売となります。

名演7月例会　文学座
「大空の虹を見ると私の心は躍る」

28

29

(火)

(水)
名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

入会金:3,100円　会費:2,800円
29歳以下  入会金:2,300円　会費:2,000円
高校生以下  入会金:1,600円　会費:1,300円

［6月18日現在］

19:00～20:45

13:30～15:15
18:30～20:15

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。催事の開催中止について

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

開催予定はございません。

［6月18日現在］

新型コロナを乗り越えよう！新型コロナを乗り越えよう！

●ハンカチなど…1枚
肌触りの良いものを選ぶと◎
●靴下…1足
捨てる予定の穴あき靴下などが◎

まずは紐をつくります。
まずは不要な靴下のゴ
ム部分を切る。

靴下を1～2cmの幅で
切る。

ソーシャルディスタンス（フィジカルディスタンス）として、相手
との距離を2ｍ程度取ることを推奨されていますが、2ｍって一
体どれくらいなんでしょう。ジャイアントパンダ1頭分だったり、
自転車1台分だったり、色んな例えがありますが、文化施設らし
くこんな物でも2ｍをはかることができます！

そう、ギターです！
一般的なギターは全長約1ｍ。ということは2本で約2ｍになる
わけです。実際にギターを2本持ち運ぶわけにはいきませんか
ら、相手との距離を取る際はぜひ想像してみてくださいね！

ようやく近所のスーパーや薬局で販売されるようになりました
が、地域によっては品薄が続いているし、何よりまだまだ高い！
50枚セットを1000円以下で買っていた昔を思い出し、ついつい
買うのを躊躇してしまいます…。そんな人（私だけかもしれませ
んが）に良いのが、手作りマスク。お気に入りの生地で一から縫う
のも良いけれど、今回はもっと楽な方法をご紹介いたします！

緊急事態宣言も解除されたとはいえ、まだまだ感染拡大
の不安と隣合わせの日々。市民会館・音楽プラザも再開館
しましたが、本来このページに載せているはずのイベント
は、中止や延期ばかりで掲載できるものがありません。ま
たこのページがイベントでいっぱいになる日を夢見て、こ
れから数か月は感染拡大防止対策やおうちでの過ごし方
など、さまざまな情報をみなさんと共有していきたいと思
います。ぜひお付き合いください！

２ｍってどれくらい？

マスクを作ってみよう！

ダンベル先輩、プッシュアップ
バー先輩。この度は大変お世
話になっております！今後とも
よろしくお願いいたします！    
［丹羽］

後回しになっていた窓の掃
除・・。万能なセスキ炭酸ソー
ダでピカピカに。窓がキレイに
磨かれていると、気持ちも明
るくなります♪［太田］

わたしたちのSTAY HOME
まだまだ気軽に外出できない中、市民会館・音楽プラザ
スタッフはこんなことをして過ごしています。

とっても簡単にできました！一度使ったら洗濯するだけでまた使えるのも良いですね。
お気に入りのハンカチを使ってぜひ試してみてください♪

材　料

作り方

②をさらに半分に切る。

半分に裁断した生地を
お好みの長さに伸ばし、
紐完成！

ここからハンカチを折っ
ていきます。まずはひし
形にハンカチを置く。

上下を少しだけ折る。

そのまま中央に折る。

④の紐を左右に通す。

お好みの幅に調整した
ら、左右の余りを中央に
折る。

上下のはみ出た部分を
内側に折り込む。

折ったほうを内側に半
分にたたみ、紐をお好み
の長さにひっぱる。

完成！！
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