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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8月末日迄
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●とあるプロのオーケストラ奏者がコーヒーを振
舞ってくださいまして、非常においしかったのが印
象的でコーヒーにこだわっております。地元の
コーヒー豆専門店に通い、休日にはよくコーヒー
を淹れて家族に振舞っています。趣味の範囲です
が、少しコーヒーのお話でも。
●コーヒーにこだわり始めて3年、たくさんの種類
を味わってみました。中でもエルサルバドルの豆
は自分に合っている豆だと思います。香りが良く、
苦みもそんなに強くなくバランスの良い味わいが
特徴です。これが一番とかこれが良いってのはな
いです。その人に合う豆に出会えれば、また違った
味わいが生まれます。
●上手いコーヒーを作るのに80年かかると昔の
CMであったような気がしますが、こだわればこだ
わるほど沼に足を運びます。豆の焙煎を深くする
か浅くするか、挽くとき荒くするか細かくするか、
お湯の温度や、注ぎ方などなど・・・こだわる所が
たくさんありますね！これだからやめられない！香り
や味を楽しむのもいいですが、1杯のコーヒーを
作るその時間を僕は楽しんでいます。この時期だ
と熱いコーヒーは向
かないので、最近で
は便利な水出しの
コーヒーパックもあっ
て冷たいコーヒーも
楽しめます。

　“My salad days,  When I  was green in 
judgement, cold in blood.”ローマの武将アント
ニーに夢中なエジプトの女王クレオパトラが、以前は
シーザーを慕っていたことをからかわれて言う台詞。訳
すと「あれはまだ私が青二才で、青くさい分別しかでき
ず、熱い情熱を持つこともなかった頃のことよ。」といっ
たところでしょうか。
　サラダの青菜の緑を若々しさや未熟さと重ね合わせ
るとは、後世に世界三大美女と称されるクレオパトラに
お似合いの小粋な表現ですよね。昔の恋愛をネタにさ
れても、さらりと交わす大人の女性の余裕を感じます。
　ふと、クレオパトラの時代のエジプトにサラダって
あったのかしら？と疑問が湧かなくもありませんが、こ
の台詞が青年期を意味する英語の慣用句“One's 
salad days”の元となりました。

My salad days
『アントニーとクレオパトラ』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
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市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

13台
15台
17台

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]

施設内には貸出用ピアノが複数台あります。市民会館と
音楽プラザ、2館合わせてピアノは何台あるでしょうか？
（グランドピアノ・アップライトピアノの合計台数）

音楽プラザだけで、グランドピアノが3台、
アップライトピアノが2台の合計5台あります！

自分だけの理想のコーヒーを求めて

[Writer 桶井]

ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト
〈1756～1791年〉
オーストリア生まれ。幼いころから
才能を表し‘神童’と呼ばれた。
6歳から約10年間、父親と演奏旅
行を行い忙しい日々を過ごす。故
郷での宮廷楽団をクビになった

後、25歳の時にウィーンでフリーの音楽家へ。管
弦楽、交響曲、オペラ、ピアノ曲と多岐にわたる
ジャンルで傑作を残す。そして、「レクイエム」の作
曲に取り組む中、35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

ピアノは全部で何台？ピアノは全部で何台？

ヒント

代表作 トルコ行進曲、フィガロの結婚 など

モーツァルト

◆下記の全てに該当する25団体程度
　①活動実績があること
　②歌唱者4名以上で構成される声楽グループであること
　③マイクを使用しない、もしくはマイク6本までで歌唱が

可能であること
　④歌唱時に再生装置を使用しないこと
　⑤団体紹介を自ら行うこと

○ 参加資格・募集団体数○ 参加資格・募集団体数

◆10分以内 ※時間内であれば複数曲の歌唱も可(曲間も含む)
○ 演奏時間○ 演奏時間

①別紙申込書
　(※市民会館・音楽プラザおよびホームページ上等で配布)

②これまでの活動実績を示すもの
　（前回出演団体については不要）
　上記を市民会館1階管理事務室までお持ちください。
またFAXや郵送でも受付いたします。
　なお、申込団体数が募集団体数を超えた場合は抽選と
させていただきますので、予めご了承ください。

○ 申込必要書類○ 申込必要書類

◆1団体につき4,000円 ＋
　参加人員（指揮者・ピアノは除く）1名につき200円

◆音響反射板、合唱台、グランドピアノ、マイクほか

○ 参加料○ 参加料

○ 舞台上設備○ 舞台上設備

◆2020年（令和2年）10月31日（土）必着
○ 申込締切○ 申込締切

◆うたフェス・なごや事務局
　日本特殊陶業市民会館　052-331-2141

○ 主催・問合せ○ 主催・問合せ

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）
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うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！

にじいろ

1  当日は無観客での開催となります
2  プロの業者が、当日の演奏を収録します

3  収録映像を1団体につき1枚、ＤＶＤにて差し上げます※

4  ご希望団体のみ、当日の演奏を当館公式Youtubeで公開します
※2枚目以降は別途有料

2019年より開催している「うたフェス・なごや」。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり中止を検討して
いましたが、歌を愛するみなさまになんとか発表する場を設けたいという思いから、今回は前回までとは
違う形で開催いたします！まだまだ気軽に練習することも難しい状況ではありますが、ぜひみなさんの素敵な
うたごえをフォレストホールに響かせていただきたいと思います♪。たくさんのご応募お待ちしております！

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 ]

暑い夏がやってきました！！寝不足・食欲不振・倦怠感など体の不
調に悩まされる季節です。そして強い紫外線も大敵！日焼け止め
クリームは必須アイテムです。温暖化により最高気温がどんどん
上昇している中、毎年早く夏が過ぎることを願い過ごしています。
みなさんは夏が他の季節に比べ、すごく長いと感じませんか？過
ごしやすい季節の春や秋は、一瞬で終わってしまうという。。。(泣)
エアコンをONにして、夏を快適に過ごしましょう♪〔渡邉〕
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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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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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－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－
うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！

にじいろ

1  当日は無観客での開催となります
2  プロの業者が、当日の演奏を収録します

3  収録映像を1団体につき1枚、ＤＶＤにて差し上げます※

4  ご希望団体のみ、当日の演奏を当館公式Youtubeで公開します
※2枚目以降は別途有料

2019年より開催している「うたフェス・なごや」。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり中止を検討して
いましたが、歌を愛するみなさまになんとか発表する場を設けたいという思いから、今回は前回までとは
違う形で開催いたします！まだまだ気軽に練習することも難しい状況ではありますが、ぜひみなさんの素敵な
うたごえをフォレストホールに響かせていただきたいと思います♪。たくさんのご応募お待ちしております！

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 ]

暑い夏がやってきました！！寝不足・食欲不振・倦怠感など体の不
調に悩まされる季節です。そして強い紫外線も大敵！日焼け止め
クリームは必須アイテムです。温暖化により最高気温がどんどん
上昇している中、毎年早く夏が過ぎることを願い過ごしています。
みなさんは夏が他の季節に比べ、すごく長いと感じませんか？過
ごしやすい季節の春や秋は、一瞬で終わってしまうという。。。(泣)
エアコンをONにして、夏を快適に過ごしましょう♪〔渡邉〕

82020
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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。
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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8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

●とあるプロのオーケストラ奏者がコーヒーを振
舞ってくださいまして、非常においしかったのが印
象的でコーヒーにこだわっております。地元の
コーヒー豆専門店に通い、休日にはよくコーヒー
を淹れて家族に振舞っています。趣味の範囲です
が、少しコーヒーのお話でも。
●コーヒーにこだわり始めて3年、たくさんの種類
を味わってみました。中でもエルサルバドルの豆
は自分に合っている豆だと思います。香りが良く、
苦みもそんなに強くなくバランスの良い味わいが
特徴です。これが一番とかこれが良いってのはな
いです。その人に合う豆に出会えれば、また違った
味わいが生まれます。
●上手いコーヒーを作るのに80年かかると昔の
CMであったような気がしますが、こだわればこだ
わるほど沼に足を運びます。豆の焙煎を深くする
か浅くするか、挽くとき荒くするか細かくするか、
お湯の温度や、注ぎ方などなど・・・こだわる所が
たくさんありますね！これだからやめられない！香り
や味を楽しむのもいいですが、1杯のコーヒーを
作るその時間を僕は楽しんでいます。この時期だ
と熱いコーヒーは向
かないので、最近で
は便利な水出しの
コーヒーパックもあっ
て冷たいコーヒーも
楽しめます。

　“My salad days,  When I  was green in 
judgement, cold in blood.”ローマの武将アント
ニーに夢中なエジプトの女王クレオパトラが、以前は
シーザーを慕っていたことをからかわれて言う台詞。訳
すと「あれはまだ私が青二才で、青くさい分別しかでき
ず、熱い情熱を持つこともなかった頃のことよ。」といっ
たところでしょうか。
　サラダの青菜の緑を若々しさや未熟さと重ね合わせ
るとは、後世に世界三大美女と称されるクレオパトラに
お似合いの小粋な表現ですよね。昔の恋愛をネタにさ
れても、さらりと交わす大人の女性の余裕を感じます。
　ふと、クレオパトラの時代のエジプトにサラダって
あったのかしら？と疑問が湧かなくもありませんが、こ
の台詞が青年期を意味する英語の慣用句“One's 
salad days”の元となりました。

My salad days
『アントニーとクレオパトラ』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

13台
15台
17台

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]

施設内には貸出用ピアノが複数台あります。市民会館と
音楽プラザ、2館合わせてピアノは何台あるでしょうか？
（グランドピアノ・アップライトピアノの合計台数）

音楽プラザだけで、グランドピアノが3台、
アップライトピアノが2台の合計5台あります！

自分だけの理想のコーヒーを求めて

[Writer 桶井]

ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト
〈1756～1791年〉
オーストリア生まれ。幼いころから
才能を表し‘神童’と呼ばれた。
6歳から約10年間、父親と演奏旅
行を行い忙しい日々を過ごす。故
郷での宮廷楽団をクビになった

後、25歳の時にウィーンでフリーの音楽家へ。管
弦楽、交響曲、オペラ、ピアノ曲と多岐にわたる
ジャンルで傑作を残す。そして、「レクイエム」の作
曲に取り組む中、35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

ピアノは全部で何台？ピアノは全部で何台？

ヒント

代表作 トルコ行進曲、フィガロの結婚 など

モーツァルト

◆下記の全てに該当する25団体程度
　①活動実績があること
　②歌唱者4名以上で構成される声楽グループであること
　③マイクを使用しない、もしくはマイク6本までで歌唱が
可能であること

　④歌唱時に再生装置を使用しないこと
　⑤団体紹介を自ら行うこと

○ 参加資格・募集団体数○ 参加資格・募集団体数

◆10分以内 ※時間内であれば複数曲の歌唱も可(曲間も含む)
○ 演奏時間○ 演奏時間

①別紙申込書
　(※市民会館・音楽プラザおよびホームページ上等で配布)

②これまでの活動実績を示すもの
　（前回出演団体については不要）
　上記を市民会館1階管理事務室までお持ちください。
またFAXや郵送でも受付いたします。
　なお、申込団体数が募集団体数を超えた場合は抽選と
させていただきますので、予めご了承ください。

○ 申込必要書類○ 申込必要書類

◆1団体につき4,000円 ＋
　参加人員（指揮者・ピアノは除く）1名につき200円

◆音響反射板、合唱台、グランドピアノ、マイクほか

○ 参加料○ 参加料

○ 舞台上設備○ 舞台上設備

◆2020年（令和2年）10月31日（土）必着
○ 申込締切○ 申込締切

◆うたフェス・なごや事務局
　日本特殊陶業市民会館　052-331-2141

○ 主催・問合せ○ 主催・問合せ

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－
うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！

にじいろ

1  当日は無観客での開催となります
2  プロの業者が、当日の演奏を収録します

3  収録映像を1団体につき1枚、ＤＶＤにて差し上げます※

4  ご希望団体のみ、当日の演奏を当館公式Youtubeで公開します
※2枚目以降は別途有料

2019年より開催している「うたフェス・なごや」。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり中止を検討して
いましたが、歌を愛するみなさまになんとか発表する場を設けたいという思いから、今回は前回までとは
違う形で開催いたします！まだまだ気軽に練習することも難しい状況ではありますが、ぜひみなさんの素敵な
うたごえをフォレストホールに響かせていただきたいと思います♪。たくさんのご応募お待ちしております！

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
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［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 ]

暑い夏がやってきました！！寝不足・食欲不振・倦怠感など体の不
調に悩まされる季節です。そして強い紫外線も大敵！日焼け止め
クリームは必須アイテムです。温暖化により最高気温がどんどん
上昇している中、毎年早く夏が過ぎることを願い過ごしています。
みなさんは夏が他の季節に比べ、すごく長いと感じませんか？過
ごしやすい季節の春や秋は、一瞬で終わってしまうという。。。(泣)
エアコンをONにして、夏を快適に過ごしましょう♪〔渡邉〕

82020
52VOL.

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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7
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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。

8
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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8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

●とあるプロのオーケストラ奏者がコーヒーを振
舞ってくださいまして、非常においしかったのが印
象的でコーヒーにこだわっております。地元の
コーヒー豆専門店に通い、休日にはよくコーヒー
を淹れて家族に振舞っています。趣味の範囲です
が、少しコーヒーのお話でも。
●コーヒーにこだわり始めて3年、たくさんの種類
を味わってみました。中でもエルサルバドルの豆
は自分に合っている豆だと思います。香りが良く、
苦みもそんなに強くなくバランスの良い味わいが
特徴です。これが一番とかこれが良いってのはな
いです。その人に合う豆に出会えれば、また違った
味わいが生まれます。
●上手いコーヒーを作るのに80年かかると昔の
CMであったような気がしますが、こだわればこだ
わるほど沼に足を運びます。豆の焙煎を深くする
か浅くするか、挽くとき荒くするか細かくするか、
お湯の温度や、注ぎ方などなど・・・こだわる所が
たくさんありますね！これだからやめられない！香り
や味を楽しむのもいいですが、1杯のコーヒーを
作るその時間を僕は楽しんでいます。この時期だ
と熱いコーヒーは向
かないので、最近で
は便利な水出しの
コーヒーパックもあっ
て冷たいコーヒーも
楽しめます。

　“My salad days,  When I  was green in 
judgement, cold in blood.”ローマの武将アント
ニーに夢中なエジプトの女王クレオパトラが、以前は
シーザーを慕っていたことをからかわれて言う台詞。訳
すと「あれはまだ私が青二才で、青くさい分別しかでき
ず、熱い情熱を持つこともなかった頃のことよ。」といっ
たところでしょうか。
　サラダの青菜の緑を若々しさや未熟さと重ね合わせ
るとは、後世に世界三大美女と称されるクレオパトラに
お似合いの小粋な表現ですよね。昔の恋愛をネタにさ
れても、さらりと交わす大人の女性の余裕を感じます。
　ふと、クレオパトラの時代のエジプトにサラダって
あったのかしら？と疑問が湧かなくもありませんが、こ
の台詞が青年期を意味する英語の慣用句“One's 
salad days”の元となりました。

My salad days
『アントニーとクレオパトラ』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

13台
15台
17台

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]

施設内には貸出用ピアノが複数台あります。市民会館と
音楽プラザ、2館合わせてピアノは何台あるでしょうか？
（グランドピアノ・アップライトピアノの合計台数）

音楽プラザだけで、グランドピアノが3台、
アップライトピアノが2台の合計5台あります！

自分だけの理想のコーヒーを求めて

[Writer 桶井]

ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト
〈1756～1791年〉
オーストリア生まれ。幼いころから
才能を表し‘神童’と呼ばれた。
6歳から約10年間、父親と演奏旅
行を行い忙しい日々を過ごす。故
郷での宮廷楽団をクビになった

後、25歳の時にウィーンでフリーの音楽家へ。管
弦楽、交響曲、オペラ、ピアノ曲と多岐にわたる
ジャンルで傑作を残す。そして、「レクイエム」の作
曲に取り組む中、35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

ピアノは全部で何台？ピアノは全部で何台？

ヒント

代表作 トルコ行進曲、フィガロの結婚 など

モーツァルト

◆下記の全てに該当する25団体程度
　①活動実績があること
　②歌唱者4名以上で構成される声楽グループであること
　③マイクを使用しない、もしくはマイク6本までで歌唱が
可能であること

　④歌唱時に再生装置を使用しないこと
　⑤団体紹介を自ら行うこと

○ 参加資格・募集団体数○ 参加資格・募集団体数

◆10分以内 ※時間内であれば複数曲の歌唱も可(曲間も含む)
○ 演奏時間○ 演奏時間

①別紙申込書
　(※市民会館・音楽プラザおよびホームページ上等で配布)

②これまでの活動実績を示すもの
　（前回出演団体については不要）
　上記を市民会館1階管理事務室までお持ちください。
またFAXや郵送でも受付いたします。
　なお、申込団体数が募集団体数を超えた場合は抽選と
させていただきますので、予めご了承ください。

○ 申込必要書類○ 申込必要書類

◆1団体につき4,000円 ＋
　参加人員（指揮者・ピアノは除く）1名につき200円

◆音響反射板、合唱台、グランドピアノ、マイクほか

○ 参加料○ 参加料

○ 舞台上設備○ 舞台上設備

◆2020年（令和2年）10月31日（土）必着
○ 申込締切○ 申込締切

◆うたフェス・なごや事務局
　日本特殊陶業市民会館　052-331-2141

○ 主催・問合せ○ 主催・問合せ

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－
うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！

にじいろ

1  当日は無観客での開催となります
2  プロの業者が、当日の演奏を収録します

3  収録映像を1団体につき1枚、ＤＶＤにて差し上げます※

4  ご希望団体のみ、当日の演奏を当館公式Youtubeで公開します
※2枚目以降は別途有料

2019年より開催している「うたフェス・なごや」。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり中止を検討して
いましたが、歌を愛するみなさまになんとか発表する場を設けたいという思いから、今回は前回までとは
違う形で開催いたします！まだまだ気軽に練習することも難しい状況ではありますが、ぜひみなさんの素敵な
うたごえをフォレストホールに響かせていただきたいと思います♪。たくさんのご応募お待ちしております！

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 ]

暑い夏がやってきました！！寝不足・食欲不振・倦怠感など体の不
調に悩まされる季節です。そして強い紫外線も大敵！日焼け止め
クリームは必須アイテムです。温暖化により最高気温がどんどん
上昇している中、毎年早く夏が過ぎることを願い過ごしています。
みなさんは夏が他の季節に比べ、すごく長いと感じませんか？過
ごしやすい季節の春や秋は、一瞬で終わってしまうという。。。(泣)
エアコンをONにして、夏を快適に過ごしましょう♪〔渡邉〕

82020
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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

2020.8I ATION
インフォメーション 8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。

（7月15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。

※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。

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

8月3日（月） 8月3日（月）

◆ 点検日 8月5日（水）・6日（木）・13日（木）・
17日（月）～21日（金）・31日（月）

◆ 点検日 8月3日（月）・5日（水）・6日（木）・
17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分

A 17台
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！

❸▶ 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。

（7月15日現在）

開催予定はございません。

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

曲名：ドヴォルザーク/序曲『オセロ』作品93（B.170）
　　　スーク/組曲『おとぎ話』作品16
　　　ドヴォルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95（B.178）『新世界より』
指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

 ☎ 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73回市民会館名曲シリーズ
 ＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～C席2,200円ほか

［ 8/7（金）18：45開演 ］

曲名：〈ベートーヴェンの二大交響曲〉
　　 ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ長調 作品60
　　 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
指揮：マクシム・エメリャニチェフ

平日午後のオーケストラVol.6

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円ほか

［ 8/28（金）14：00開演 ］

大寺資二バレエアカデミー第７回発表会

Ballet Academy RELEVE
創立20周年記念公演　NO.2

11

16

(火)

(日)

大寺資二バレエアカデミー
052-898-1686

バレエ・アカデミーRELEVE　ルルベ
052-823-0179

入場無料
要整理券

指定席:1,000円

［7月15日現在］

18:00～20:00

17:30～20:10

第73回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅢ〉

Lynch.
LIVE’20「DECIDE THE CASE」
CASE OF 2004-2012

7

15

16

(金）

(土）

(日）

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666
(9:00～17:30土日祝休）

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

プラチナ席:7,900円　S席:5,200円
A席:4,200円　　B席:3,200円
C席:2,200円　　D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定:8,000円

18:45～20:45

18:00～未定

17:00～未定

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

［7月15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！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］

大好きなゲームが捗ります♪
歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
DLを！［中村］

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。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪

材　料

作り方 型紙をひっくり返して、
ペンでうつす。

もう1枚の生地も同様に
うつし、線に合わせて生
地を切る。

同じ生地同士重ね合わ
せて上部を縫う。

開いて中表に合わせる。

ずれないように上下を
縫う。

横の口から手を入れて
裏返す。

横の口を中に折り込む。

①で切った紐を口に挟
んで、横を縫う。

反対も同様に。

完成！

3

不織布マスクのゴム紐
部分を切る。

1 紙の上に半分に折った
不織布マスクを置き、ペ
ンでなぞる。

2

6

74

85

9

10

11

12

13

14
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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8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

●とあるプロのオーケストラ奏者がコーヒーを振
舞ってくださいまして、非常においしかったのが印
象的でコーヒーにこだわっております。地元の
コーヒー豆専門店に通い、休日にはよくコーヒー
を淹れて家族に振舞っています。趣味の範囲です
が、少しコーヒーのお話でも。
●コーヒーにこだわり始めて3年、たくさんの種類
を味わってみました。中でもエルサルバドルの豆
は自分に合っている豆だと思います。香りが良く、
苦みもそんなに強くなくバランスの良い味わいが
特徴です。これが一番とかこれが良いってのはな
いです。その人に合う豆に出会えれば、また違った
味わいが生まれます。
●上手いコーヒーを作るのに80年かかると昔の
CMであったような気がしますが、こだわればこだ
わるほど沼に足を運びます。豆の焙煎を深くする
か浅くするか、挽くとき荒くするか細かくするか、
お湯の温度や、注ぎ方などなど・・・こだわる所が
たくさんありますね！これだからやめられない！香り
や味を楽しむのもいいですが、1杯のコーヒーを
作るその時間を僕は楽しんでいます。この時期だ
と熱いコーヒーは向
かないので、最近で
は便利な水出しの
コーヒーパックもあっ
て冷たいコーヒーも
楽しめます。

　“My salad days,  When I  was green in 
judgement, cold in blood.”ローマの武将アント
ニーに夢中なエジプトの女王クレオパトラが、以前は
シーザーを慕っていたことをからかわれて言う台詞。訳
すと「あれはまだ私が青二才で、青くさい分別しかでき
ず、熱い情熱を持つこともなかった頃のことよ。」といっ
たところでしょうか。
　サラダの青菜の緑を若々しさや未熟さと重ね合わせ
るとは、後世に世界三大美女と称されるクレオパトラに
お似合いの小粋な表現ですよね。昔の恋愛をネタにさ
れても、さらりと交わす大人の女性の余裕を感じます。
　ふと、クレオパトラの時代のエジプトにサラダって
あったのかしら？と疑問が湧かなくもありませんが、こ
の台詞が青年期を意味する英語の慣用句“One's 
salad days”の元となりました。

My salad days
『アントニーとクレオパトラ』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

13台
15台
17台

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]

施設内には貸出用ピアノが複数台あります。市民会館と
音楽プラザ、2館合わせてピアノは何台あるでしょうか？
（グランドピアノ・アップライトピアノの合計台数）

音楽プラザだけで、グランドピアノが3台、
アップライトピアノが2台の合計5台あります！

自分だけの理想のコーヒーを求めて

[Writer 桶井]

ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト
〈1756～1791年〉
オーストリア生まれ。幼いころから
才能を表し‘神童’と呼ばれた。
6歳から約10年間、父親と演奏旅
行を行い忙しい日々を過ごす。故
郷での宮廷楽団をクビになった

後、25歳の時にウィーンでフリーの音楽家へ。管
弦楽、交響曲、オペラ、ピアノ曲と多岐にわたる
ジャンルで傑作を残す。そして、「レクイエム」の作
曲に取り組む中、35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

ピアノは全部で何台？ピアノは全部で何台？

ヒント

代表作 トルコ行進曲、フィガロの結婚 など

モーツァルト

◆下記の全てに該当する25団体程度
　①活動実績があること
　②歌唱者4名以上で構成される声楽グループであること
　③マイクを使用しない、もしくはマイク6本までで歌唱が
可能であること

　④歌唱時に再生装置を使用しないこと
　⑤団体紹介を自ら行うこと

○ 参加資格・募集団体数○ 参加資格・募集団体数

◆10分以内 ※時間内であれば複数曲の歌唱も可(曲間も含む)
○ 演奏時間○ 演奏時間

①別紙申込書
　(※市民会館・音楽プラザおよびホームページ上等で配布)

②これまでの活動実績を示すもの
　（前回出演団体については不要）
　上記を市民会館1階管理事務室までお持ちください。
またFAXや郵送でも受付いたします。
　なお、申込団体数が募集団体数を超えた場合は抽選と
させていただきますので、予めご了承ください。

○ 申込必要書類○ 申込必要書類

◆1団体につき4,000円 ＋
　参加人員（指揮者・ピアノは除く）1名につき200円

◆音響反射板、合唱台、グランドピアノ、マイクほか

○ 参加料○ 参加料

○ 舞台上設備○ 舞台上設備

◆2020年（令和2年）10月31日（土）必着
○ 申込締切○ 申込締切

◆うたフェス・なごや事務局
　日本特殊陶業市民会館　052-331-2141

○ 主催・問合せ○ 主催・問合せ

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－
うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！

にじいろ

1  当日は無観客での開催となります
2  プロの業者が、当日の演奏を収録します

3  収録映像を1団体につき1枚、ＤＶＤにて差し上げます※

4  ご希望団体のみ、当日の演奏を当館公式Youtubeで公開します
※2枚目以降は別途有料

2019年より開催している「うたフェス・なごや」。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり中止を検討して
いましたが、歌を愛するみなさまになんとか発表する場を設けたいという思いから、今回は前回までとは
違う形で開催いたします！まだまだ気軽に練習することも難しい状況ではありますが、ぜひみなさんの素敵な
うたごえをフォレストホールに響かせていただきたいと思います♪。たくさんのご応募お待ちしております！

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 ]

暑い夏がやってきました！！寝不足・食欲不振・倦怠感など体の不
調に悩まされる季節です。そして強い紫外線も大敵！日焼け止め
クリームは必須アイテムです。温暖化により最高気温がどんどん
上昇している中、毎年早く夏が過ぎることを願い過ごしています。
みなさんは夏が他の季節に比べ、すごく長いと感じませんか？過
ごしやすい季節の春や秋は、一瞬で終わってしまうという。。。(泣)
エアコンをONにして、夏を快適に過ごしましょう♪〔渡邉〕
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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

2020.8I ATION
インフォメーション 8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。

（7月15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。

※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。

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

8月3日（月） 8月3日（月）

◆ 点検日 8月5日（水）・6日（木）・13日（木）・
17日（月）～21日（金）・31日（月）

◆ 点検日 8月3日（月）・5日（水）・6日（木）・
17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分

A 17台
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！

❸▶ 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。

（7月15日現在）

開催予定はございません。

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

曲名：ドヴォルザーク/序曲『オセロ』作品93（B.170）
　　　スーク/組曲『おとぎ話』作品16
　　　ドヴォルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95（B.178）『新世界より』
指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

 ☎ 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73回市民会館名曲シリーズ
 ＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～C席2,200円ほか

［ 8/7（金）18：45開演 ］

曲名：〈ベートーヴェンの二大交響曲〉
　　 ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ長調 作品60
　　 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
指揮：マクシム・エメリャニチェフ

平日午後のオーケストラVol.6

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円ほか

［ 8/28（金）14：00開演 ］

大寺資二バレエアカデミー第７回発表会

Ballet Academy RELEVE
創立20周年記念公演　NO.2

11

16

(火)

(日)

大寺資二バレエアカデミー
052-898-1686

バレエ・アカデミーRELEVE　ルルベ
052-823-0179

入場無料
要整理券

指定席:1,000円

［7月15日現在］

18:00～20:00

17:30～20:10

第73回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅢ〉

Lynch.
LIVE’20「DECIDE THE CASE」
CASE OF 2004-2012

7

15

16

(金）

(土）

(日）

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666
(9:00～17:30土日祝休）

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

プラチナ席:7,900円　S席:5,200円
A席:4,200円　　B席:3,200円
C席:2,200円　　D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定:8,000円

18:45～20:45

18:00～未定

17:00～未定

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

［7月15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！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］

大好きなゲームが捗ります♪
歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
DLを！［中村］

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。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪

材　料

作り方 型紙をひっくり返して、
ペンでうつす。

もう1枚の生地も同様に
うつし、線に合わせて生
地を切る。

同じ生地同士重ね合わ
せて上部を縫う。

開いて中表に合わせる。

ずれないように上下を
縫う。

横の口から手を入れて
裏返す。

横の口を中に折り込む。

①で切った紐を口に挟
んで、横を縫う。

反対も同様に。

完成！

3

不織布マスクのゴム紐
部分を切る。

1 紙の上に半分に折った
不織布マスクを置き、ペ
ンでなぞる。

2

6

74

85

9

10

11

12

13

14

〈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

2020.8I ATION
インフォメーション 8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。

（7月15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。

※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。

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

8月3日（月） 8月3日（月）

◆ 点検日 8月5日（水）・6日（木）・13日（木）・
17日（月）～21日（金）・31日（月）

◆ 点検日 8月3日（月）・5日（水）・6日（木）・
17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分

A 17台
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！

❸▶ 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。

（7月15日現在）

開催予定はございません。

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

曲名：ドヴォルザーク/序曲『オセロ』作品93（B.170）
　　　スーク/組曲『おとぎ話』作品16
　　　ドヴォルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95（B.178）『新世界より』
指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

 ☎ 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73回市民会館名曲シリーズ
 ＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～C席2,200円ほか

［ 8/7（金）18：45開演 ］

曲名：〈ベートーヴェンの二大交響曲〉
　　 ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ長調 作品60
　　 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
指揮：マクシム・エメリャニチェフ

平日午後のオーケストラVol.6

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円ほか

［ 8/28（金）14：00開演 ］

大寺資二バレエアカデミー第７回発表会

Ballet Academy RELEVE
創立20周年記念公演　NO.2

11

16

(火)

(日)

大寺資二バレエアカデミー
052-898-1686

バレエ・アカデミーRELEVE　ルルベ
052-823-0179

入場無料
要整理券

指定席:1,000円

［7月15日現在］

18:00～20:00

17:30～20:10

第73回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅢ〉

Lynch.
LIVE’20「DECIDE THE CASE」
CASE OF 2004-2012

7

15

16

(金）

(土）

(日）

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666
(9:00～17:30土日祝休）

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

プラチナ席:7,900円　S席:5,200円
A席:4,200円　　B席:3,200円
C席:2,200円　　D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定:8,000円

18:45～20:45

18:00～未定

17:00～未定

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

［7月15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！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］

大好きなゲームが捗ります♪
歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
DLを！［中村］

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。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪

材　料

作り方 型紙をひっくり返して、
ペンでうつす。

もう1枚の生地も同様に
うつし、線に合わせて生
地を切る。

同じ生地同士重ね合わ
せて上部を縫う。

開いて中表に合わせる。

ずれないように上下を
縫う。

横の口から手を入れて
裏返す。

横の口を中に折り込む。

①で切った紐を口に挟
んで、横を縫う。

反対も同様に。

完成！

3

不織布マスクのゴム紐
部分を切る。

1 紙の上に半分に折った
不織布マスクを置き、ペ
ンでなぞる。

2

6

74

85

9

10

11

12

13
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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

2020.8I ATION
インフォメーション 8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。

（7月15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。

※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。

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

8月3日（月） 8月3日（月）

◆ 点検日 8月5日（水）・6日（木）・13日（木）・
17日（月）～21日（金）・31日（月）

◆ 点検日 8月3日（月）・5日（水）・6日（木）・
17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分

A 17台
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！

❸▶ 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。

（7月15日現在）

開催予定はございません。

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

曲名：ドヴォルザーク/序曲『オセロ』作品93（B.170）
　　　スーク/組曲『おとぎ話』作品16
　　　ドヴォルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95（B.178）『新世界より』
指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

 ☎ 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73回市民会館名曲シリーズ
 ＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～C席2,200円ほか

［ 8/7（金）18：45開演 ］

曲名：〈ベートーヴェンの二大交響曲〉
　　 ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ長調 作品60
　　 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
指揮：マクシム・エメリャニチェフ

平日午後のオーケストラVol.6

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円ほか

［ 8/28（金）14：00開演 ］

大寺資二バレエアカデミー第７回発表会

Ballet Academy RELEVE
創立20周年記念公演　NO.2

11

16

(火)

(日)

大寺資二バレエアカデミー
052-898-1686

バレエ・アカデミーRELEVE　ルルベ
052-823-0179

入場無料
要整理券

指定席:1,000円

［7月15日現在］

18:00～20:00

17:30～20:10

第73回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅢ〉

Lynch.
LIVE’20「DECIDE THE CASE」
CASE OF 2004-2012

7

15

16

(金）

(土）

(日）

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666
(9:00～17:30土日祝休）

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

プラチナ席:7,900円　S席:5,200円
A席:4,200円　　B席:3,200円
C席:2,200円　　D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定:8,000円

18:45～20:45

18:00～未定

17:00～未定

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

［7月15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！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］

大好きなゲームが捗ります♪
歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
DLを！［中村］

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。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪

材　料

作り方 型紙をひっくり返して、
ペンでうつす。

もう1枚の生地も同様に
うつし、線に合わせて生
地を切る。

同じ生地同士重ね合わ
せて上部を縫う。

開いて中表に合わせる。

ずれないように上下を
縫う。

横の口から手を入れて
裏返す。

横の口を中に折り込む。

①で切った紐を口に挟
んで、横を縫う。

反対も同様に。

完成！

3

不織布マスクのゴム紐
部分を切る。

1 紙の上に半分に折った
不織布マスクを置き、ペ
ンでなぞる。
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6
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14

〈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

2020.8I ATION
インフォメーション 8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。

（7月15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。

※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。

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
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◆ 点検日 8月5日（水）・6日（木）・13日（木）・
17日（月）～21日（金）・31日（月）

◆ 点検日 8月3日（月）・5日（水）・6日（木）・
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抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分
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新型コロナを乗り越えよう！新型コロナを乗り越えよう！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］
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歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
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スタッフはこんなことをして過ごしています。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪
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※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。
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抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分

A 17台
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！

❸▶ 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。

（7月15日現在）

開催予定はございません。

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

曲名：ドヴォルザーク/序曲『オセロ』作品93（B.170）
　　　スーク/組曲『おとぎ話』作品16
　　　ドヴォルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95（B.178）『新世界より』
指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

 ☎ 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73回市民会館名曲シリーズ
 ＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～C席2,200円ほか

［ 8/7（金）18：45開演 ］

曲名：〈ベートーヴェンの二大交響曲〉
　　 ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ長調 作品60
　　 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
指揮：マクシム・エメリャニチェフ

平日午後のオーケストラVol.6

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円ほか

［ 8/28（金）14：00開演 ］

大寺資二バレエアカデミー第７回発表会

Ballet Academy RELEVE
創立20周年記念公演　NO.2

11

16

(火)

(日)

大寺資二バレエアカデミー
052-898-1686

バレエ・アカデミーRELEVE　ルルベ
052-823-0179

入場無料
要整理券

指定席:1,000円

［7月15日現在］

18:00～20:00

17:30～20:10

第73回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅢ〉

Lynch.
LIVE’20「DECIDE THE CASE」
CASE OF 2004-2012

7

15

16

(金）

(土）

(日）

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666
(9:00～17:30土日祝休）

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

プラチナ席:7,900円　S席:5,200円
A席:4,200円　　B席:3,200円
C席:2,200円　　D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定:8,000円

18:45～20:45

18:00～未定

17:00～未定

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

［7月15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！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］

大好きなゲームが捗ります♪
歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
DLを！［中村］

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。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪

材　料

作り方 型紙をひっくり返して、
ペンでうつす。

もう1枚の生地も同様に
うつし、線に合わせて生
地を切る。

同じ生地同士重ね合わ
せて上部を縫う。

開いて中表に合わせる。

ずれないように上下を
縫う。

横の口から手を入れて
裏返す。

横の口を中に折り込む。

①で切った紐を口に挟
んで、横を縫う。

反対も同様に。

完成！

3

不織布マスクのゴム紐
部分を切る。

1 紙の上に半分に折った
不織布マスクを置き、ペ
ンでなぞる。

2

6

74

85

9

10

11

12

13

14
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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8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

●とあるプロのオーケストラ奏者がコーヒーを振
舞ってくださいまして、非常においしかったのが印
象的でコーヒーにこだわっております。地元の
コーヒー豆専門店に通い、休日にはよくコーヒー
を淹れて家族に振舞っています。趣味の範囲です
が、少しコーヒーのお話でも。
●コーヒーにこだわり始めて3年、たくさんの種類
を味わってみました。中でもエルサルバドルの豆
は自分に合っている豆だと思います。香りが良く、
苦みもそんなに強くなくバランスの良い味わいが
特徴です。これが一番とかこれが良いってのはな
いです。その人に合う豆に出会えれば、また違った
味わいが生まれます。
●上手いコーヒーを作るのに80年かかると昔の
CMであったような気がしますが、こだわればこだ
わるほど沼に足を運びます。豆の焙煎を深くする
か浅くするか、挽くとき荒くするか細かくするか、
お湯の温度や、注ぎ方などなど・・・こだわる所が
たくさんありますね！これだからやめられない！香り
や味を楽しむのもいいですが、1杯のコーヒーを
作るその時間を僕は楽しんでいます。この時期だ
と熱いコーヒーは向
かないので、最近で
は便利な水出しの
コーヒーパックもあっ
て冷たいコーヒーも
楽しめます。

　“My salad days,  When I  was green in 
judgement, cold in blood.”ローマの武将アント
ニーに夢中なエジプトの女王クレオパトラが、以前は
シーザーを慕っていたことをからかわれて言う台詞。訳
すと「あれはまだ私が青二才で、青くさい分別しかでき
ず、熱い情熱を持つこともなかった頃のことよ。」といっ
たところでしょうか。
　サラダの青菜の緑を若々しさや未熟さと重ね合わせ
るとは、後世に世界三大美女と称されるクレオパトラに
お似合いの小粋な表現ですよね。昔の恋愛をネタにさ
れても、さらりと交わす大人の女性の余裕を感じます。
　ふと、クレオパトラの時代のエジプトにサラダって
あったのかしら？と疑問が湧かなくもありませんが、こ
の台詞が青年期を意味する英語の慣用句“One's 
salad days”の元となりました。

My salad days
『アントニーとクレオパトラ』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

13台
15台
17台

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]

施設内には貸出用ピアノが複数台あります。市民会館と
音楽プラザ、2館合わせてピアノは何台あるでしょうか？
（グランドピアノ・アップライトピアノの合計台数）

音楽プラザだけで、グランドピアノが3台、
アップライトピアノが2台の合計5台あります！

自分だけの理想のコーヒーを求めて

[Writer 桶井]

ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト
〈1756～1791年〉
オーストリア生まれ。幼いころから
才能を表し‘神童’と呼ばれた。
6歳から約10年間、父親と演奏旅
行を行い忙しい日々を過ごす。故
郷での宮廷楽団をクビになった

後、25歳の時にウィーンでフリーの音楽家へ。管
弦楽、交響曲、オペラ、ピアノ曲と多岐にわたる
ジャンルで傑作を残す。そして、「レクイエム」の作
曲に取り組む中、35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

ピアノは全部で何台？ピアノは全部で何台？

ヒント

代表作 トルコ行進曲、フィガロの結婚 など

モーツァルト

◆下記の全てに該当する25団体程度
　①活動実績があること
　②歌唱者4名以上で構成される声楽グループであること
　③マイクを使用しない、もしくはマイク6本までで歌唱が
可能であること

　④歌唱時に再生装置を使用しないこと
　⑤団体紹介を自ら行うこと

○ 参加資格・募集団体数○ 参加資格・募集団体数

◆10分以内 ※時間内であれば複数曲の歌唱も可(曲間も含む)
○ 演奏時間○ 演奏時間

①別紙申込書
　(※市民会館・音楽プラザおよびホームページ上等で配布)

②これまでの活動実績を示すもの
　（前回出演団体については不要）
　上記を市民会館1階管理事務室までお持ちください。
またFAXや郵送でも受付いたします。
　なお、申込団体数が募集団体数を超えた場合は抽選と
させていただきますので、予めご了承ください。

○ 申込必要書類○ 申込必要書類

◆1団体につき4,000円 ＋
　参加人員（指揮者・ピアノは除く）1名につき200円

◆音響反射板、合唱台、グランドピアノ、マイクほか

○ 参加料○ 参加料

○ 舞台上設備○ 舞台上設備

◆2020年（令和2年）10月31日（土）必着
○ 申込締切○ 申込締切

◆うたフェス・なごや事務局
　日本特殊陶業市民会館　052-331-2141

○ 主催・問合せ○ 主催・問合せ

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－
うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！

にじいろ

1  当日は無観客での開催となります
2  プロの業者が、当日の演奏を収録します

3  収録映像を1団体につき1枚、ＤＶＤにて差し上げます※

4  ご希望団体のみ、当日の演奏を当館公式Youtubeで公開します
※2枚目以降は別途有料

2019年より開催している「うたフェス・なごや」。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり中止を検討して
いましたが、歌を愛するみなさまになんとか発表する場を設けたいという思いから、今回は前回までとは
違う形で開催いたします！まだまだ気軽に練習することも難しい状況ではありますが、ぜひみなさんの素敵な
うたごえをフォレストホールに響かせていただきたいと思います♪。たくさんのご応募お待ちしております！

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 ]

暑い夏がやってきました！！寝不足・食欲不振・倦怠感など体の不
調に悩まされる季節です。そして強い紫外線も大敵！日焼け止め
クリームは必須アイテムです。温暖化により最高気温がどんどん
上昇している中、毎年早く夏が過ぎることを願い過ごしています。
みなさんは夏が他の季節に比べ、すごく長いと感じませんか？過
ごしやすい季節の春や秋は、一瞬で終わってしまうという。。。(泣)
エアコンをONにして、夏を快適に過ごしましょう♪〔渡邉〕
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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

2020.8I ATION
インフォメーション 8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。

（7月15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。

※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。

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

8月3日（月） 8月3日（月）

◆ 点検日 8月5日（水）・6日（木）・13日（木）・
17日（月）～21日（金）・31日（月）

◆ 点検日 8月3日（月）・5日（水）・6日（木）・
17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分

A 17台
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！

❸▶ 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。

（7月15日現在）

開催予定はございません。

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

曲名：ドヴォルザーク/序曲『オセロ』作品93（B.170）
　　　スーク/組曲『おとぎ話』作品16
　　　ドヴォルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95（B.178）『新世界より』
指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

 ☎ 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73回市民会館名曲シリーズ
 ＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～C席2,200円ほか

［ 8/7（金）18：45開演 ］

曲名：〈ベートーヴェンの二大交響曲〉
　　 ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ長調 作品60
　　 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
指揮：マクシム・エメリャニチェフ

平日午後のオーケストラVol.6

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円ほか

［ 8/28（金）14：00開演 ］

大寺資二バレエアカデミー第７回発表会

Ballet Academy RELEVE
創立20周年記念公演　NO.2

11

16

(火)

(日)

大寺資二バレエアカデミー
052-898-1686

バレエ・アカデミーRELEVE　ルルベ
052-823-0179

入場無料
要整理券

指定席:1,000円

［7月15日現在］

18:00～20:00

17:30～20:10

第73回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅢ〉

Lynch.
LIVE’20「DECIDE THE CASE」
CASE OF 2004-2012

7

15

16

(金）

(土）

(日）

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666
(9:00～17:30土日祝休）

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

プラチナ席:7,900円　S席:5,200円
A席:4,200円　　B席:3,200円
C席:2,200円　　D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定:8,000円

18:45～20:45

18:00～未定

17:00～未定

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

［7月15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！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］

大好きなゲームが捗ります♪
歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
DLを！［中村］

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。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪

材　料

作り方 型紙をひっくり返して、
ペンでうつす。

もう1枚の生地も同様に
うつし、線に合わせて生
地を切る。

同じ生地同士重ね合わ
せて上部を縫う。

開いて中表に合わせる。

ずれないように上下を
縫う。

横の口から手を入れて
裏返す。

横の口を中に折り込む。

①で切った紐を口に挟
んで、横を縫う。

反対も同様に。

完成！

3

不織布マスクのゴム紐
部分を切る。

1 紙の上に半分に折った
不織布マスクを置き、ペ
ンでなぞる。

2

6

74

85

9

10

11

12

13

14

〈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
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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
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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。

（7月15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。

※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。

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

8月3日（月） 8月3日（月）

◆ 点検日 8月5日（水）・6日（木）・13日（木）・
17日（月）～21日（金）・31日（月）

◆ 点検日 8月3日（月）・5日（水）・6日（木）・
17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分

A 17台
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！

❸▶ 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。

（7月15日現在）

開催予定はございません。

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

曲名：ドヴォルザーク/序曲『オセロ』作品93（B.170）
　　　スーク/組曲『おとぎ話』作品16
　　　ドヴォルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95（B.178）『新世界より』
指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

 ☎ 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73回市民会館名曲シリーズ
 ＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～C席2,200円ほか

［ 8/7（金）18：45開演 ］

曲名：〈ベートーヴェンの二大交響曲〉
　　 ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ長調 作品60
　　 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
指揮：マクシム・エメリャニチェフ

平日午後のオーケストラVol.6

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円ほか

［ 8/28（金）14：00開演 ］

大寺資二バレエアカデミー第７回発表会

Ballet Academy RELEVE
創立20周年記念公演　NO.2

11

16

(火)

(日)

大寺資二バレエアカデミー
052-898-1686

バレエ・アカデミーRELEVE　ルルベ
052-823-0179

入場無料
要整理券

指定席:1,000円

［7月15日現在］

18:00～20:00

17:30～20:10

第73回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅢ〉

Lynch.
LIVE’20「DECIDE THE CASE」
CASE OF 2004-2012

7

15

16

(金）

(土）

(日）

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666
(9:00～17:30土日祝休）

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

プラチナ席:7,900円　S席:5,200円
A席:4,200円　　B席:3,200円
C席:2,200円　　D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定:8,000円

18:45～20:45

18:00～未定

17:00～未定

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

［7月15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！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］

大好きなゲームが捗ります♪
歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
DLを！［中村］

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。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪

材　料

作り方 型紙をひっくり返して、
ペンでうつす。

もう1枚の生地も同様に
うつし、線に合わせて生
地を切る。

同じ生地同士重ね合わ
せて上部を縫う。

開いて中表に合わせる。

ずれないように上下を
縫う。

横の口から手を入れて
裏返す。

横の口を中に折り込む。

①で切った紐を口に挟
んで、横を縫う。

反対も同様に。

完成！

3

不織布マスクのゴム紐
部分を切る。

1 紙の上に半分に折った
不織布マスクを置き、ペ
ンでなぞる。

2

6

74

85

9

10

11

12

13

14
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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8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

●とあるプロのオーケストラ奏者がコーヒーを振
舞ってくださいまして、非常においしかったのが印
象的でコーヒーにこだわっております。地元の
コーヒー豆専門店に通い、休日にはよくコーヒー
を淹れて家族に振舞っています。趣味の範囲です
が、少しコーヒーのお話でも。
●コーヒーにこだわり始めて3年、たくさんの種類
を味わってみました。中でもエルサルバドルの豆
は自分に合っている豆だと思います。香りが良く、
苦みもそんなに強くなくバランスの良い味わいが
特徴です。これが一番とかこれが良いってのはな
いです。その人に合う豆に出会えれば、また違った
味わいが生まれます。
●上手いコーヒーを作るのに80年かかると昔の
CMであったような気がしますが、こだわればこだ
わるほど沼に足を運びます。豆の焙煎を深くする
か浅くするか、挽くとき荒くするか細かくするか、
お湯の温度や、注ぎ方などなど・・・こだわる所が
たくさんありますね！これだからやめられない！香り
や味を楽しむのもいいですが、1杯のコーヒーを
作るその時間を僕は楽しんでいます。この時期だ
と熱いコーヒーは向
かないので、最近で
は便利な水出しの
コーヒーパックもあっ
て冷たいコーヒーも
楽しめます。

　“My salad days,  When I  was green in 
judgement, cold in blood.”ローマの武将アント
ニーに夢中なエジプトの女王クレオパトラが、以前は
シーザーを慕っていたことをからかわれて言う台詞。訳
すと「あれはまだ私が青二才で、青くさい分別しかでき
ず、熱い情熱を持つこともなかった頃のことよ。」といっ
たところでしょうか。
　サラダの青菜の緑を若々しさや未熟さと重ね合わせ
るとは、後世に世界三大美女と称されるクレオパトラに
お似合いの小粋な表現ですよね。昔の恋愛をネタにさ
れても、さらりと交わす大人の女性の余裕を感じます。
　ふと、クレオパトラの時代のエジプトにサラダって
あったのかしら？と疑問が湧かなくもありませんが、こ
の台詞が青年期を意味する英語の慣用句“One's 
salad days”の元となりました。

My salad days
『アントニーとクレオパトラ』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

13台
15台
17台

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]

施設内には貸出用ピアノが複数台あります。市民会館と
音楽プラザ、2館合わせてピアノは何台あるでしょうか？
（グランドピアノ・アップライトピアノの合計台数）

音楽プラザだけで、グランドピアノが3台、
アップライトピアノが2台の合計5台あります！

自分だけの理想のコーヒーを求めて

[Writer 桶井]

ヴォルフガング・アマデウス・
モーツァルト
〈1756～1791年〉
オーストリア生まれ。幼いころから
才能を表し‘神童’と呼ばれた。
6歳から約10年間、父親と演奏旅
行を行い忙しい日々を過ごす。故
郷での宮廷楽団をクビになった

後、25歳の時にウィーンでフリーの音楽家へ。管
弦楽、交響曲、オペラ、ピアノ曲と多岐にわたる
ジャンルで傑作を残す。そして、「レクイエム」の作
曲に取り組む中、35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

ピアノは全部で何台？ピアノは全部で何台？

ヒント

代表作 トルコ行進曲、フィガロの結婚 など

モーツァルト

◆下記の全てに該当する25団体程度
　①活動実績があること
　②歌唱者4名以上で構成される声楽グループであること
　③マイクを使用しない、もしくはマイク6本までで歌唱が
可能であること

　④歌唱時に再生装置を使用しないこと
　⑤団体紹介を自ら行うこと

○ 参加資格・募集団体数○ 参加資格・募集団体数

◆10分以内 ※時間内であれば複数曲の歌唱も可(曲間も含む)
○ 演奏時間○ 演奏時間

①別紙申込書
　(※市民会館・音楽プラザおよびホームページ上等で配布)

②これまでの活動実績を示すもの
　（前回出演団体については不要）
　上記を市民会館1階管理事務室までお持ちください。
またFAXや郵送でも受付いたします。
　なお、申込団体数が募集団体数を超えた場合は抽選と
させていただきますので、予めご了承ください。

○ 申込必要書類○ 申込必要書類

◆1団体につき4,000円 ＋
　参加人員（指揮者・ピアノは除く）1名につき200円

◆音響反射板、合唱台、グランドピアノ、マイクほか

○ 参加料○ 参加料

○ 舞台上設備○ 舞台上設備

◆2020年（令和2年）10月31日（土）必着
○ 申込締切○ 申込締切

◆うたフェス・なごや事務局
　日本特殊陶業市民会館　052-331-2141

○ 主催・問合せ○ 主催・問合せ

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

開催日時：2021年（令和3年）2月23日（火祝）10時00分～18時00分（予定）
会場：日本特殊陶業市民会館 フォレストホール（大ホール）

－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－－あなたのうたごえを～記録～に残しませんか？－
うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！うたフェス・なごや２０２１出演団体募集！！

にじいろ

1  当日は無観客での開催となります
2  プロの業者が、当日の演奏を収録します

3  収録映像を1団体につき1枚、ＤＶＤにて差し上げます※

4  ご希望団体のみ、当日の演奏を当館公式Youtubeで公開します
※2枚目以降は別途有料

2019年より開催している「うたフェス・なごや」。新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり中止を検討して
いましたが、歌を愛するみなさまになんとか発表する場を設けたいという思いから、今回は前回までとは
違う形で開催いたします！まだまだ気軽に練習することも難しい状況ではありますが、ぜひみなさんの素敵な
うたごえをフォレストホールに響かせていただきたいと思います♪。たくさんのご応募お待ちしております！

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 ]

暑い夏がやってきました！！寝不足・食欲不振・倦怠感など体の不
調に悩まされる季節です。そして強い紫外線も大敵！日焼け止め
クリームは必須アイテムです。温暖化により最高気温がどんどん
上昇している中、毎年早く夏が過ぎることを願い過ごしています。
みなさんは夏が他の季節に比べ、すごく長いと感じませんか？過
ごしやすい季節の春や秋は、一瞬で終わってしまうという。。。(泣)
エアコンをONにして、夏を快適に過ごしましょう♪〔渡邉〕
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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

2020.8I ATION
インフォメーション 8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。

（7月15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。

※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。

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

8月3日（月） 8月3日（月）

◆ 点検日 8月5日（水）・6日（木）・13日（木）・
17日（月）～21日（金）・31日（月）

◆ 点検日 8月3日（月）・5日（水）・6日（木）・
17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 3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
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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 9月分

A 17台
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！

❸▶ 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。

（7月15日現在）

開催予定はございません。

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報

曲名：ドヴォルザーク/序曲『オセロ』作品93（B.170）
　　　スーク/組曲『おとぎ話』作品16
　　　ドヴォルザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95（B.178）『新世界より』
指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

 ☎ 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73回市民会館名曲シリーズ
 ＜ボヘミアン・クラシックスⅢ＞

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～C席2,200円ほか

［ 8/7（金）18：45開演 ］

曲名：〈ベートーヴェンの二大交響曲〉
　　 ベートーヴェン/交響曲第4番変ロ長調 作品60
　　 ベートーヴェン/交響曲第3番変ホ長調 作品55『英雄』
指揮：マクシム・エメリャニチェフ

平日午後のオーケストラVol.6

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円ほか

［ 8/28（金）14：00開演 ］

大寺資二バレエアカデミー第７回発表会

Ballet Academy RELEVE
創立20周年記念公演　NO.2

11

16

(火)

(日)

大寺資二バレエアカデミー
052-898-1686

バレエ・アカデミーRELEVE　ルルベ
052-823-0179

入場無料
要整理券

指定席:1,000円

［7月15日現在］

18:00～20:00

17:30～20:10

第73回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅢ〉

Lynch.
LIVE’20「DECIDE THE CASE」
CASE OF 2004-2012

7

15

16

(金）

(土）

(日）

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666
(9:00～17:30土日祝休）

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

プラチナ席:7,900円　S席:5,200円
A席:4,200円　　B席:3,200円
C席:2,200円　　D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定:8,000円

18:45～20:45

18:00～未定

17:00～未定

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

［7月15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！

●冷感素材生地
今回は市販されている冷感素材生
地2種類を使用して制作。生地を買
わずに夏用の冷感インナーや冷感
タオルでも◎
●針　　●糸　　●はさみ
●紙　　●ペン
●市販の不織布マスク

なぞった線に合わせて
紙を切る。

③の型紙を生地に置い
て、ペンでうつす。

暑さが厳しくなってきて、気を付けるべきなのが熱中症。それに
加えて今年は外出時のマスク着用が必須になってきていますか
ら、更なる警戒が必要となります。
体調が悪くなる前にこまめな水分を摂ることが第一ですが、少
しでも快適に過ごすためにどんなマスクを付けるかが重要に
なってきます。
そこで今回は手作りマスク第2弾！冷感素材を使った「手縫い」
で出来るマスクの作り方を紹介します！

緊急事態宣言が全国で解除され2ヶ月経ちましたが、まだ
まだ感染拡大の不安と隣合わせの日々。イベントの規制
が全国的に緩和されてきたとはいえ、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未だ掲
載できるものが少ない状況です。
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、
引き続き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！

手作りマスクでひんやり熱中症予防！

前々から気になっていた漫画
を買い揃え、一通り読んでま
した。かなり面白く没頭して
まして気づいたら夜に・・・
［桶井］

大好きなゲームが捗ります♪
歴史上の偉人と旅をする、読
み応えのあるシナリオが特徴
のゲームです。皆さんもぜひ
DLを！［中村］

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。

手先が不器用な私でも手縫いだけで簡単に出来ました！冷感素材が肌にあたって涼しく感じます◎好きな柄の生地で作れて、何度
も洗濯して使えるのも良いですね。冷感素材マスクを身に着けて、猛暑を快適に過ごしていきましょう！ぜひ試してみてくださいね♪

材　料

作り方 型紙をひっくり返して、
ペンでうつす。

もう1枚の生地も同様に
うつし、線に合わせて生
地を切る。

同じ生地同士重ね合わ
せて上部を縫う。

開いて中表に合わせる。

ずれないように上下を
縫う。

横の口から手を入れて
裏返す。

横の口を中に折り込む。

①で切った紐を口に挟
んで、横を縫う。

反対も同様に。

完成！

3

不織布マスクのゴム紐
部分を切る。

1 紙の上に半分に折った
不織布マスクを置き、ペ
ンでなぞる。

2

6

74

85
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