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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9月末日迄
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●新型コロナウイルス感染拡大の影響により、た
くさんの人々が同じ時間・同じ会場に集まって音
楽や演劇などのエンタメを楽しむということが難
しくなっています。そんな中、最近さまざまなイベ
ントで目にするようになった「無観客ライブ配信」。
●わたし自身も4月以降、さまざまなアーティス
トの無観客ライブ配信を無料、有料問わず楽し
んできました。自分の好きな場所、好きな格好
で、アーカイブのある配信では好きな時間に、と
にかく自分の好きなように自由に楽しむことが
できるライブ配信はなかなか悪くないなぁとわ
たし個人としては感じています。
●当初は無料ばかりだった配信も、最近では有料
配信も増え、定額のチケット式ではなく投げ銭式
での視聴システムもあったりして、このコロナ禍
で窮地に追い込まれているエンタメ業界の支援
にもなっているのではと思います。
●とはいえ、やっぱりホールで同じ空気を感じ、一
体感を味わいながら生で見たり聴いたりするのが
一番。一日でも早く
そんな日がくること
を願って、それまで
は、それぞれ好きな
ジャンル、アーティス
トのライブ配信を視
聴して応援していき
ましょう！

　開幕の第一声。薔薇戦争の真っ只中の15世紀イン
グランド、ヨーク家は宿敵ランカスター家から王位を
奪い、やっと自分たちの代がやってきたと喜びに浸っ
ている。しかしリチャードはヨーク家の一員ながら、醜
い容姿のせいで不遇の扱いを受けています。それなら
ばとリチャードは自身が王位に就く野心を抱き、良心
を捨てひたすら悪人になる決意を語り始めます。
　冒頭の長い独白はこの舞台の最大の聞かせどころ。
観客をリチャードの複雑な心境に共感させることがで
きれば、物語はグッと面白くなります。リチャードは極
悪非道な悪人であるにもかかわらず、まるで陰謀の共
犯者になった気持ちにしてしまうのです。まさに掴み
が肝心！リチャード役の力量が試される台詞と言えるで
しょう。

今や不満の冬も過ぎ、ヨークの太陽が
輝かしい夏をもたらしてくれた。

『リチャード三世』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

金山体育館
金山美術館
金山映画館

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]

市民会館は今年で開設48周年を迎えます！市民会館が
できる前、この場所にあった建物は何でしょうか？下の
写真の建物名を3択から選んでください。

昔も多くの人に親しまれ、演奏会場として
使われることもあったそうです。

いつか必ずくる、その日まで

[Writer 澤地]
我が家ではプロジェクターで投影して、
お酒を飲みながら楽しんでいます。

ヴィルヘルム・リヒャルト・
ワーグナー
〈1813～1883年〉
ドイツ生まれ。音楽・劇・文学など全
ての要素が融合した総合芸術「楽
劇」を創造したため‘楽劇王’と呼
ばれる。大学で音楽を専攻し、合唱
や劇の指揮者となる。オペラの作

曲、台本を単独執筆するなど多才であった。1849
年、革命運動への参加により指名手配されるが、
9年間の亡命生活の中で数々の作品を生み出す。
その後も音楽活動を続け、69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

この建物は…？この建物は…？

ヒント

代表作 ワルキューレ、ローエングリン など

ワーグナー

● スチール缶
　トマトの水煮缶やフルーツ缶など、深さのあるスチール
缶を切り口をペンチなどでつぶしてご持参ください。

● レジャーシート
● はさみ

当日持参物当日持参物

● 3歳～（未就学児は必ず保護者の付添が必要。）
参加対象参加対象◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

● 無料参加費参加費

● 20名定　員定　員

❶～❺の項目をご記入のうえ、
メールもしくは往復はがきにてお申込ください。
❶ お名前（ふりがな）　　❷ 年齢　　❸ 住所　
❹ 電話番号（日中に連絡の取れる番号・保護者の携帯番号可）
❺ 付添の有無

参加方法参加方法

● はがき郵送先
　 〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　 日本特殊陶業市民会館「kajiiワークショップ＆コンサート係」
● 電子メールアドレス 
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

申込先申込先

● 9月30日（水）応募締切応募締切

2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）

にじいろ

茶碗、どんぶり、湯呑みなどを並べたオリジナル楽器「食琴(dishphone)」をメインに、100種類
以上の日用品楽器を作り出す音楽ユニット『kajii』が、今年も音楽プラザにやってくる♪♪

イベント終了後、当館公式 YouTubeチャンネル「かなやま にじいろ」 にて、当日のコンサートのようすを
公開いたします！ こちらもぜひお楽しみに♪♪

※ワークショップ、コンサートそれぞれ30分程度

※応募に際しいただきました個人情報は本目的以外に使用されることはありません。

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

※開催にあたり新型コロナウイルス感染拡大予防へのご理解およびご協
力をお願いしております。詳しくはチラシもしくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ・日本特殊陶業市民会館
052-331-2141主催・問合せ

NEWS 公開期間▶10月19日（月）～11月23日（月祝） ※予定
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楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！
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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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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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※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 ]

8月上旬現在、我が家の悩みは野菜が高いこと。例年以上の長梅雨
の影響で、レタスやきゅうりなどの野菜の価格が高騰していて、こ
の前もスーパーで3倍くらい高くなったレタスを見て、思わず「た
かっ！」と声に出してしまいました(笑)一家庭でこうなのだから、
コロナ禍で大変な飲食業にとっては大打撃。これから台風シーズ
ンに入りますから、更なる被害がないことを切に願います。〔澤地〕
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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
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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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参加者募集！！

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 ]

8月上旬現在、我が家の悩みは野菜が高いこと。例年以上の長梅雨
の影響で、レタスやきゅうりなどの野菜の価格が高騰していて、こ
の前もスーパーで3倍くらい高くなったレタスを見て、思わず「た
かっ！」と声に出してしまいました(笑)一家庭でこうなのだから、
コロナ禍で大変な飲食業にとっては大打撃。これから台風シーズ
ンに入りますから、更なる被害がないことを切に願います。〔澤地〕
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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9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

●新型コロナウイルス感染拡大の影響により、た
くさんの人々が同じ時間・同じ会場に集まって音
楽や演劇などのエンタメを楽しむということが難
しくなっています。そんな中、最近さまざまなイベ
ントで目にするようになった「無観客ライブ配信」。
●わたし自身も4月以降、さまざまなアーティス
トの無観客ライブ配信を無料、有料問わず楽し
んできました。自分の好きな場所、好きな格好
で、アーカイブのある配信では好きな時間に、と
にかく自分の好きなように自由に楽しむことが
できるライブ配信はなかなか悪くないなぁとわ
たし個人としては感じています。
●当初は無料ばかりだった配信も、最近では有料
配信も増え、定額のチケット式ではなく投げ銭式
での視聴システムもあったりして、このコロナ禍
で窮地に追い込まれているエンタメ業界の支援
にもなっているのではと思います。
●とはいえ、やっぱりホールで同じ空気を感じ、一
体感を味わいながら生で見たり聴いたりするのが
一番。一日でも早く
そんな日がくること
を願って、それまで
は、それぞれ好きな
ジャンル、アーティス
トのライブ配信を視
聴して応援していき
ましょう！

　開幕の第一声。薔薇戦争の真っ只中の15世紀イン
グランド、ヨーク家は宿敵ランカスター家から王位を
奪い、やっと自分たちの代がやってきたと喜びに浸っ
ている。しかしリチャードはヨーク家の一員ながら、醜
い容姿のせいで不遇の扱いを受けています。それなら
ばとリチャードは自身が王位に就く野心を抱き、良心
を捨てひたすら悪人になる決意を語り始めます。
　冒頭の長い独白はこの舞台の最大の聞かせどころ。
観客をリチャードの複雑な心境に共感させることがで
きれば、物語はグッと面白くなります。リチャードは極
悪非道な悪人であるにもかかわらず、まるで陰謀の共
犯者になった気持ちにしてしまうのです。まさに掴み
が肝心！リチャード役の力量が試される台詞と言えるで
しょう。

今や不満の冬も過ぎ、ヨークの太陽が
輝かしい夏をもたらしてくれた。

『リチャード三世』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

金山体育館
金山美術館
金山映画館

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]

市民会館は今年で開設48周年を迎えます！市民会館が
できる前、この場所にあった建物は何でしょうか？下の
写真の建物名を3択から選んでください。

昔も多くの人に親しまれ、演奏会場として
使われることもあったそうです。

いつか必ずくる、その日まで

[Writer 澤地]
我が家ではプロジェクターで投影して、
お酒を飲みながら楽しんでいます。

ヴィルヘルム・リヒャルト・
ワーグナー
〈1813～1883年〉
ドイツ生まれ。音楽・劇・文学など全
ての要素が融合した総合芸術「楽
劇」を創造したため‘楽劇王’と呼
ばれる。大学で音楽を専攻し、合唱
や劇の指揮者となる。オペラの作

曲、台本を単独執筆するなど多才であった。1849
年、革命運動への参加により指名手配されるが、
9年間の亡命生活の中で数々の作品を生み出す。
その後も音楽活動を続け、69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

この建物は…？この建物は…？

ヒント

代表作 ワルキューレ、ローエングリン など

ワーグナー

● スチール缶
　トマトの水煮缶やフルーツ缶など、深さのあるスチール
缶を切り口をペンチなどでつぶしてご持参ください。

● レジャーシート
● はさみ

当日持参物当日持参物

● 3歳～（未就学児は必ず保護者の付添が必要。）
参加対象参加対象◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

● 無料参加費参加費

● 20名定　員定　員

❶～❺の項目をご記入のうえ、
メールもしくは往復はがきにてお申込ください。
❶ お名前（ふりがな）　　❷ 年齢　　❸ 住所　
❹ 電話番号（日中に連絡の取れる番号・保護者の携帯番号可）
❺ 付添の有無

参加方法参加方法

● はがき郵送先
　 〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　 日本特殊陶業市民会館「kajiiワークショップ＆コンサート係」
● 電子メールアドレス 
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

申込先申込先

● 9月30日（水）応募締切応募締切

2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）

にじいろ

茶碗、どんぶり、湯呑みなどを並べたオリジナル楽器「食琴(dishphone)」をメインに、100種類
以上の日用品楽器を作り出す音楽ユニット『kajii』が、今年も音楽プラザにやってくる♪♪

イベント終了後、当館公式 YouTubeチャンネル「かなやま にじいろ」 にて、当日のコンサートのようすを
公開いたします！ こちらもぜひお楽しみに♪♪

※ワークショップ、コンサートそれぞれ30分程度

※応募に際しいただきました個人情報は本目的以外に使用されることはありません。

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

※開催にあたり新型コロナウイルス感染拡大予防へのご理解およびご協
力をお願いしております。詳しくはチラシもしくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ・日本特殊陶業市民会館
052-331-2141主催・問合せ

NEWS 公開期間▶10月19日（月）～11月23日（月祝） ※予定

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

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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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
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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 ]

8月上旬現在、我が家の悩みは野菜が高いこと。例年以上の長梅雨
の影響で、レタスやきゅうりなどの野菜の価格が高騰していて、こ
の前もスーパーで3倍くらい高くなったレタスを見て、思わず「た
かっ！」と声に出してしまいました(笑)一家庭でこうなのだから、
コロナ禍で大変な飲食業にとっては大打撃。これから台風シーズ
ンに入りますから、更なる被害がないことを切に願います。〔澤地〕
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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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●新型コロナウイルス感染拡大の影響により、た
くさんの人々が同じ時間・同じ会場に集まって音
楽や演劇などのエンタメを楽しむということが難
しくなっています。そんな中、最近さまざまなイベ
ントで目にするようになった「無観客ライブ配信」。
●わたし自身も4月以降、さまざまなアーティス
トの無観客ライブ配信を無料、有料問わず楽し
んできました。自分の好きな場所、好きな格好
で、アーカイブのある配信では好きな時間に、と
にかく自分の好きなように自由に楽しむことが
できるライブ配信はなかなか悪くないなぁとわ
たし個人としては感じています。
●当初は無料ばかりだった配信も、最近では有料
配信も増え、定額のチケット式ではなく投げ銭式
での視聴システムもあったりして、このコロナ禍
で窮地に追い込まれているエンタメ業界の支援
にもなっているのではと思います。
●とはいえ、やっぱりホールで同じ空気を感じ、一
体感を味わいながら生で見たり聴いたりするのが
一番。一日でも早く
そんな日がくること
を願って、それまで
は、それぞれ好きな
ジャンル、アーティス
トのライブ配信を視
聴して応援していき
ましょう！

　開幕の第一声。薔薇戦争の真っ只中の15世紀イン
グランド、ヨーク家は宿敵ランカスター家から王位を
奪い、やっと自分たちの代がやってきたと喜びに浸っ
ている。しかしリチャードはヨーク家の一員ながら、醜
い容姿のせいで不遇の扱いを受けています。それなら
ばとリチャードは自身が王位に就く野心を抱き、良心
を捨てひたすら悪人になる決意を語り始めます。
　冒頭の長い独白はこの舞台の最大の聞かせどころ。
観客をリチャードの複雑な心境に共感させることがで
きれば、物語はグッと面白くなります。リチャードは極
悪非道な悪人であるにもかかわらず、まるで陰謀の共
犯者になった気持ちにしてしまうのです。まさに掴み
が肝心！リチャード役の力量が試される台詞と言えるで
しょう。

今や不満の冬も過ぎ、ヨークの太陽が
輝かしい夏をもたらしてくれた。

『リチャード三世』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

金山体育館
金山美術館
金山映画館

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]

市民会館は今年で開設48周年を迎えます！市民会館が
できる前、この場所にあった建物は何でしょうか？下の
写真の建物名を3択から選んでください。

昔も多くの人に親しまれ、演奏会場として
使われることもあったそうです。

いつか必ずくる、その日まで

[Writer 澤地]
我が家ではプロジェクターで投影して、
お酒を飲みながら楽しんでいます。

ヴィルヘルム・リヒャルト・
ワーグナー
〈1813～1883年〉
ドイツ生まれ。音楽・劇・文学など全
ての要素が融合した総合芸術「楽
劇」を創造したため‘楽劇王’と呼
ばれる。大学で音楽を専攻し、合唱
や劇の指揮者となる。オペラの作

曲、台本を単独執筆するなど多才であった。1849
年、革命運動への参加により指名手配されるが、
9年間の亡命生活の中で数々の作品を生み出す。
その後も音楽活動を続け、69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

この建物は…？この建物は…？

ヒント

代表作 ワルキューレ、ローエングリン など

ワーグナー

● スチール缶
　トマトの水煮缶やフルーツ缶など、深さのあるスチール
缶を切り口をペンチなどでつぶしてご持参ください。

● レジャーシート
● はさみ

当日持参物当日持参物

● 3歳～（未就学児は必ず保護者の付添が必要。）
参加対象参加対象◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

● 無料参加費参加費

● 20名定　員定　員

❶～❺の項目をご記入のうえ、
メールもしくは往復はがきにてお申込ください。
❶ お名前（ふりがな）　　❷ 年齢　　❸ 住所　
❹ 電話番号（日中に連絡の取れる番号・保護者の携帯番号可）
❺ 付添の有無

参加方法参加方法

● はがき郵送先
　 〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　 日本特殊陶業市民会館「kajiiワークショップ＆コンサート係」
● 電子メールアドレス 
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

申込先申込先

● 9月30日（水）応募締切応募締切

2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）

にじいろ

茶碗、どんぶり、湯呑みなどを並べたオリジナル楽器「食琴(dishphone)」をメインに、100種類
以上の日用品楽器を作り出す音楽ユニット『kajii』が、今年も音楽プラザにやってくる♪♪

イベント終了後、当館公式 YouTubeチャンネル「かなやま にじいろ」 にて、当日のコンサートのようすを
公開いたします！ こちらもぜひお楽しみに♪♪

※ワークショップ、コンサートそれぞれ30分程度

※応募に際しいただきました個人情報は本目的以外に使用されることはありません。

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

※開催にあたり新型コロナウイルス感染拡大予防へのご理解およびご協
力をお願いしております。詳しくはチラシもしくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ・日本特殊陶業市民会館
052-331-2141主催・問合せ

NEWS 公開期間▶10月19日（月）～11月23日（月祝） ※予定

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

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 ]

8月上旬現在、我が家の悩みは野菜が高いこと。例年以上の長梅雨
の影響で、レタスやきゅうりなどの野菜の価格が高騰していて、こ
の前もスーパーで3倍くらい高くなったレタスを見て、思わず「た
かっ！」と声に出してしまいました(笑)一家庭でこうなのだから、
コロナ禍で大変な飲食業にとっては大打撃。これから台風シーズ
ンに入りますから、更なる被害がないことを切に願います。〔澤地〕

92020
53VOL.

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

2020.9 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 9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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

3

5

6

12

20

21

22

(木)

(土)

(日)

(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］

13:00～14:00
14:15～16:10

16:30～19:30

16:30～18:15

15:00～17:00
18:30～20:30

11:30～17:00

17:00～未定

14:00～未定

【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

3

16

17

18

24

27

(木)

(水)

(木)

(金)

(木)

(日)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！

19:00～未定

18:30～未定

13:00～15:00
17:00～19:00

13:00～15:20
17:00～19:20

12:30～14:30
17:00～19:00

15:00～17:00

〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切



9
2020

053VOL.

[ 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9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

●新型コロナウイルス感染拡大の影響により、た
くさんの人々が同じ時間・同じ会場に集まって音
楽や演劇などのエンタメを楽しむということが難
しくなっています。そんな中、最近さまざまなイベ
ントで目にするようになった「無観客ライブ配信」。
●わたし自身も4月以降、さまざまなアーティス
トの無観客ライブ配信を無料、有料問わず楽し
んできました。自分の好きな場所、好きな格好
で、アーカイブのある配信では好きな時間に、と
にかく自分の好きなように自由に楽しむことが
できるライブ配信はなかなか悪くないなぁとわ
たし個人としては感じています。
●当初は無料ばかりだった配信も、最近では有料
配信も増え、定額のチケット式ではなく投げ銭式
での視聴システムもあったりして、このコロナ禍
で窮地に追い込まれているエンタメ業界の支援
にもなっているのではと思います。
●とはいえ、やっぱりホールで同じ空気を感じ、一
体感を味わいながら生で見たり聴いたりするのが
一番。一日でも早く
そんな日がくること
を願って、それまで
は、それぞれ好きな
ジャンル、アーティス
トのライブ配信を視
聴して応援していき
ましょう！

　開幕の第一声。薔薇戦争の真っ只中の15世紀イン
グランド、ヨーク家は宿敵ランカスター家から王位を
奪い、やっと自分たちの代がやってきたと喜びに浸っ
ている。しかしリチャードはヨーク家の一員ながら、醜
い容姿のせいで不遇の扱いを受けています。それなら
ばとリチャードは自身が王位に就く野心を抱き、良心
を捨てひたすら悪人になる決意を語り始めます。
　冒頭の長い独白はこの舞台の最大の聞かせどころ。
観客をリチャードの複雑な心境に共感させることがで
きれば、物語はグッと面白くなります。リチャードは極
悪非道な悪人であるにもかかわらず、まるで陰謀の共
犯者になった気持ちにしてしまうのです。まさに掴み
が肝心！リチャード役の力量が試される台詞と言えるで
しょう。

今や不満の冬も過ぎ、ヨークの太陽が
輝かしい夏をもたらしてくれた。

『リチャード三世』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

金山体育館
金山美術館
金山映画館

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]

市民会館は今年で開設48周年を迎えます！市民会館が
できる前、この場所にあった建物は何でしょうか？下の
写真の建物名を3択から選んでください。

昔も多くの人に親しまれ、演奏会場として
使われることもあったそうです。

いつか必ずくる、その日まで

[Writer 澤地]
我が家ではプロジェクターで投影して、
お酒を飲みながら楽しんでいます。

ヴィルヘルム・リヒャルト・
ワーグナー
〈1813～1883年〉
ドイツ生まれ。音楽・劇・文学など全
ての要素が融合した総合芸術「楽
劇」を創造したため‘楽劇王’と呼
ばれる。大学で音楽を専攻し、合唱
や劇の指揮者となる。オペラの作

曲、台本を単独執筆するなど多才であった。1849
年、革命運動への参加により指名手配されるが、
9年間の亡命生活の中で数々の作品を生み出す。
その後も音楽活動を続け、69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

この建物は…？この建物は…？

ヒント

代表作 ワルキューレ、ローエングリン など

ワーグナー

● スチール缶
　トマトの水煮缶やフルーツ缶など、深さのあるスチール
缶を切り口をペンチなどでつぶしてご持参ください。

● レジャーシート
● はさみ

当日持参物当日持参物

● 3歳～（未就学児は必ず保護者の付添が必要。）
参加対象参加対象◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

● 無料参加費参加費

● 20名定　員定　員

❶～❺の項目をご記入のうえ、
メールもしくは往復はがきにてお申込ください。
❶ お名前（ふりがな）　　❷ 年齢　　❸ 住所　
❹ 電話番号（日中に連絡の取れる番号・保護者の携帯番号可）
❺ 付添の有無

参加方法参加方法

● はがき郵送先
　 〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　 日本特殊陶業市民会館「kajiiワークショップ＆コンサート係」
● 電子メールアドレス 
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

申込先申込先

● 9月30日（水）応募締切応募締切

2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）

にじいろ

茶碗、どんぶり、湯呑みなどを並べたオリジナル楽器「食琴(dishphone)」をメインに、100種類
以上の日用品楽器を作り出す音楽ユニット『kajii』が、今年も音楽プラザにやってくる♪♪

イベント終了後、当館公式 YouTubeチャンネル「かなやま にじいろ」 にて、当日のコンサートのようすを
公開いたします！ こちらもぜひお楽しみに♪♪

※ワークショップ、コンサートそれぞれ30分程度

※応募に際しいただきました個人情報は本目的以外に使用されることはありません。

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

※開催にあたり新型コロナウイルス感染拡大予防へのご理解およびご協
力をお願いしております。詳しくはチラシもしくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ・日本特殊陶業市民会館
052-331-2141主催・問合せ

NEWS 公開期間▶10月19日（月）～11月23日（月祝） ※予定

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

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 ]

8月上旬現在、我が家の悩みは野菜が高いこと。例年以上の長梅雨
の影響で、レタスやきゅうりなどの野菜の価格が高騰していて、こ
の前もスーパーで3倍くらい高くなったレタスを見て、思わず「た
かっ！」と声に出してしまいました(笑)一家庭でこうなのだから、
コロナ禍で大変な飲食業にとっては大打撃。これから台風シーズ
ンに入りますから、更なる被害がないことを切に願います。〔澤地〕
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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

2020.9 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 9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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト
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5

6

12

20

21

22

(木)

(土)

(日)

(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］

13:00～14:00
14:15～16:10

16:30～19:30

16:30～18:15

15:00～17:00
18:30～20:30

11:30～17:00

17:00～未定

14:00～未定

【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

3

16

17

18

24

27

(木)

(水)

(木)

(金)

(木)

(日)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！

19:00～未定

18:30～未定

13:00～15:00
17:00～19:00

13:00～15:20
17:00～19:20

12:30～14:30
17:00～19:00

15:00～17:00

〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切

〈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

2020.9 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 9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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト
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(日)

(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］

13:00～14:00
14:15～16:10

16:30～19:30

16:30～18:15

15:00～17:00
18:30～20:30

11:30～17:00

17:00～未定

14:00～未定

【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020
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27

(木)

(水)

(木)

(金)

(木)

(日)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！

19:00～未定

18:30～未定

13:00～15:00
17:00～19:00

13:00～15:20
17:00～19:20

12:30～14:30
17:00～19:00

15:00～17:00

〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切



〈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

2020.9 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 9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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト
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(日)
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(日)
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公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］

13:00～14:00
14:15～16:10

16:30～19:30

16:30～18:15

15:00～17:00
18:30～20:30

11:30～17:00

17:00～未定

14:00～未定

【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020
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(木)

(水)
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(金)

(木)

(日)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！

19:00～未定

18:30～未定

13:00～15:00
17:00～19:00

13:00～15:20
17:00～19:20

12:30～14:30
17:00～19:00

15:00～17:00

〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切

〈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
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催事案内
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【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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト
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公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］
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【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート
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鵜飼興業
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前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！
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〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切

〈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

2020.9 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 9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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

3

5

6

12

20

21

22

(木)

(土)

(日)

(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］

13:00～14:00
14:15～16:10

16:30～19:30

16:30～18:15

15:00～17:00
18:30～20:30

11:30～17:00

17:00～未定

14:00～未定

【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

3

16

17

18

24

27

(木)

(水)

(木)

(金)

(木)

(日)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！

19:00～未定

18:30～未定

13:00～15:00
17:00～19:00

13:00～15:20
17:00～19:20

12:30～14:30
17:00～19:00

15:00～17:00

〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切
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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9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

●新型コロナウイルス感染拡大の影響により、た
くさんの人々が同じ時間・同じ会場に集まって音
楽や演劇などのエンタメを楽しむということが難
しくなっています。そんな中、最近さまざまなイベ
ントで目にするようになった「無観客ライブ配信」。
●わたし自身も4月以降、さまざまなアーティス
トの無観客ライブ配信を無料、有料問わず楽し
んできました。自分の好きな場所、好きな格好
で、アーカイブのある配信では好きな時間に、と
にかく自分の好きなように自由に楽しむことが
できるライブ配信はなかなか悪くないなぁとわ
たし個人としては感じています。
●当初は無料ばかりだった配信も、最近では有料
配信も増え、定額のチケット式ではなく投げ銭式
での視聴システムもあったりして、このコロナ禍
で窮地に追い込まれているエンタメ業界の支援
にもなっているのではと思います。
●とはいえ、やっぱりホールで同じ空気を感じ、一
体感を味わいながら生で見たり聴いたりするのが
一番。一日でも早く
そんな日がくること
を願って、それまで
は、それぞれ好きな
ジャンル、アーティス
トのライブ配信を視
聴して応援していき
ましょう！

　開幕の第一声。薔薇戦争の真っ只中の15世紀イン
グランド、ヨーク家は宿敵ランカスター家から王位を
奪い、やっと自分たちの代がやってきたと喜びに浸っ
ている。しかしリチャードはヨーク家の一員ながら、醜
い容姿のせいで不遇の扱いを受けています。それなら
ばとリチャードは自身が王位に就く野心を抱き、良心
を捨てひたすら悪人になる決意を語り始めます。
　冒頭の長い独白はこの舞台の最大の聞かせどころ。
観客をリチャードの複雑な心境に共感させることがで
きれば、物語はグッと面白くなります。リチャードは極
悪非道な悪人であるにもかかわらず、まるで陰謀の共
犯者になった気持ちにしてしまうのです。まさに掴み
が肝心！リチャード役の力量が試される台詞と言えるで
しょう。

今や不満の冬も過ぎ、ヨークの太陽が
輝かしい夏をもたらしてくれた。

『リチャード三世』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

金山体育館
金山美術館
金山映画館

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]

市民会館は今年で開設48周年を迎えます！市民会館が
できる前、この場所にあった建物は何でしょうか？下の
写真の建物名を3択から選んでください。

昔も多くの人に親しまれ、演奏会場として
使われることもあったそうです。

いつか必ずくる、その日まで

[Writer 澤地]
我が家ではプロジェクターで投影して、
お酒を飲みながら楽しんでいます。

ヴィルヘルム・リヒャルト・
ワーグナー
〈1813～1883年〉
ドイツ生まれ。音楽・劇・文学など全
ての要素が融合した総合芸術「楽
劇」を創造したため‘楽劇王’と呼
ばれる。大学で音楽を専攻し、合唱
や劇の指揮者となる。オペラの作

曲、台本を単独執筆するなど多才であった。1849
年、革命運動への参加により指名手配されるが、
9年間の亡命生活の中で数々の作品を生み出す。
その後も音楽活動を続け、69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

この建物は…？この建物は…？

ヒント

代表作 ワルキューレ、ローエングリン など

ワーグナー

● スチール缶
　トマトの水煮缶やフルーツ缶など、深さのあるスチール
缶を切り口をペンチなどでつぶしてご持参ください。

● レジャーシート
● はさみ

当日持参物当日持参物

● 3歳～（未就学児は必ず保護者の付添が必要。）
参加対象参加対象◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

● 無料参加費参加費

● 20名定　員定　員

❶～❺の項目をご記入のうえ、
メールもしくは往復はがきにてお申込ください。
❶ お名前（ふりがな）　　❷ 年齢　　❸ 住所　
❹ 電話番号（日中に連絡の取れる番号・保護者の携帯番号可）
❺ 付添の有無

参加方法参加方法

● はがき郵送先
　 〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　 日本特殊陶業市民会館「kajiiワークショップ＆コンサート係」
● 電子メールアドレス 
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

申込先申込先

● 9月30日（水）応募締切応募締切

2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）

にじいろ

茶碗、どんぶり、湯呑みなどを並べたオリジナル楽器「食琴(dishphone)」をメインに、100種類
以上の日用品楽器を作り出す音楽ユニット『kajii』が、今年も音楽プラザにやってくる♪♪

イベント終了後、当館公式 YouTubeチャンネル「かなやま にじいろ」 にて、当日のコンサートのようすを
公開いたします！ こちらもぜひお楽しみに♪♪

※ワークショップ、コンサートそれぞれ30分程度

※応募に際しいただきました個人情報は本目的以外に使用されることはありません。

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

※開催にあたり新型コロナウイルス感染拡大予防へのご理解およびご協
力をお願いしております。詳しくはチラシもしくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ・日本特殊陶業市民会館
052-331-2141主催・問合せ

NEWS 公開期間▶10月19日（月）～11月23日（月祝） ※予定

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

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 ]

8月上旬現在、我が家の悩みは野菜が高いこと。例年以上の長梅雨
の影響で、レタスやきゅうりなどの野菜の価格が高騰していて、こ
の前もスーパーで3倍くらい高くなったレタスを見て、思わず「た
かっ！」と声に出してしまいました(笑)一家庭でこうなのだから、
コロナ禍で大変な飲食業にとっては大打撃。これから台風シーズ
ンに入りますから、更なる被害がないことを切に願います。〔澤地〕

92020
53VOL.

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

2020.9 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 9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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

3

5

6

12

20

21

22

(木)

(土)

(日)

(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］

13:00～14:00
14:15～16:10

16:30～19:30

16:30～18:15

15:00～17:00
18:30～20:30

11:30～17:00

17:00～未定

14:00～未定

【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

3

16

17

18

24

27

(木)

(水)

(木)

(金)

(木)

(日)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！

19:00～未定

18:30～未定

13:00～15:00
17:00～19:00

13:00～15:20
17:00～19:20

12:30～14:30
17:00～19:00

15:00～17:00

〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切

〈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

2020.9 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 9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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト
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(木)

(土)

(日)

(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］

13:00～14:00
14:15～16:10

16:30～19:30

16:30～18:15

15:00～17:00
18:30～20:30

11:30～17:00

17:00～未定

14:00～未定

【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

3

16

17

18

24

27

(木)

(水)

(木)

(金)

(木)

(日)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！

19:00～未定

18:30～未定

13:00～15:00
17:00～19:00

13:00～15:20
17:00～19:20

12:30～14:30
17:00～19:00

15:00～17:00

〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切
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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9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

●新型コロナウイルス感染拡大の影響により、た
くさんの人々が同じ時間・同じ会場に集まって音
楽や演劇などのエンタメを楽しむということが難
しくなっています。そんな中、最近さまざまなイベ
ントで目にするようになった「無観客ライブ配信」。
●わたし自身も4月以降、さまざまなアーティス
トの無観客ライブ配信を無料、有料問わず楽し
んできました。自分の好きな場所、好きな格好
で、アーカイブのある配信では好きな時間に、と
にかく自分の好きなように自由に楽しむことが
できるライブ配信はなかなか悪くないなぁとわ
たし個人としては感じています。
●当初は無料ばかりだった配信も、最近では有料
配信も増え、定額のチケット式ではなく投げ銭式
での視聴システムもあったりして、このコロナ禍
で窮地に追い込まれているエンタメ業界の支援
にもなっているのではと思います。
●とはいえ、やっぱりホールで同じ空気を感じ、一
体感を味わいながら生で見たり聴いたりするのが
一番。一日でも早く
そんな日がくること
を願って、それまで
は、それぞれ好きな
ジャンル、アーティス
トのライブ配信を視
聴して応援していき
ましょう！

　開幕の第一声。薔薇戦争の真っ只中の15世紀イン
グランド、ヨーク家は宿敵ランカスター家から王位を
奪い、やっと自分たちの代がやってきたと喜びに浸っ
ている。しかしリチャードはヨーク家の一員ながら、醜
い容姿のせいで不遇の扱いを受けています。それなら
ばとリチャードは自身が王位に就く野心を抱き、良心
を捨てひたすら悪人になる決意を語り始めます。
　冒頭の長い独白はこの舞台の最大の聞かせどころ。
観客をリチャードの複雑な心境に共感させることがで
きれば、物語はグッと面白くなります。リチャードは極
悪非道な悪人であるにもかかわらず、まるで陰謀の共
犯者になった気持ちにしてしまうのです。まさに掴み
が肝心！リチャード役の力量が試される台詞と言えるで
しょう。

今や不満の冬も過ぎ、ヨークの太陽が
輝かしい夏をもたらしてくれた。

『リチャード三世』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

金山体育館
金山美術館
金山映画館

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]

市民会館は今年で開設48周年を迎えます！市民会館が
できる前、この場所にあった建物は何でしょうか？下の
写真の建物名を3択から選んでください。

昔も多くの人に親しまれ、演奏会場として
使われることもあったそうです。

いつか必ずくる、その日まで

[Writer 澤地]
我が家ではプロジェクターで投影して、
お酒を飲みながら楽しんでいます。

ヴィルヘルム・リヒャルト・
ワーグナー
〈1813～1883年〉
ドイツ生まれ。音楽・劇・文学など全
ての要素が融合した総合芸術「楽
劇」を創造したため‘楽劇王’と呼
ばれる。大学で音楽を専攻し、合唱
や劇の指揮者となる。オペラの作

曲、台本を単独執筆するなど多才であった。1849
年、革命運動への参加により指名手配されるが、
9年間の亡命生活の中で数々の作品を生み出す。
その後も音楽活動を続け、69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

この建物は…？この建物は…？

ヒント

代表作 ワルキューレ、ローエングリン など

ワーグナー

● スチール缶
　トマトの水煮缶やフルーツ缶など、深さのあるスチール
缶を切り口をペンチなどでつぶしてご持参ください。

● レジャーシート
● はさみ

当日持参物当日持参物

● 3歳～（未就学児は必ず保護者の付添が必要。）
参加対象参加対象◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

● 無料参加費参加費

● 20名定　員定　員

❶～❺の項目をご記入のうえ、
メールもしくは往復はがきにてお申込ください。
❶ お名前（ふりがな）　　❷ 年齢　　❸ 住所　
❹ 電話番号（日中に連絡の取れる番号・保護者の携帯番号可）
❺ 付添の有無

参加方法参加方法

● はがき郵送先
　 〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　 日本特殊陶業市民会館「kajiiワークショップ＆コンサート係」
● 電子メールアドレス 
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

申込先申込先

● 9月30日（水）応募締切応募締切

2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）2020年10月17日（土）10：00～11：00 ／ 会場：名古屋市音楽プラザ 合奏場（5F）

にじいろ

茶碗、どんぶり、湯呑みなどを並べたオリジナル楽器「食琴(dishphone)」をメインに、100種類
以上の日用品楽器を作り出す音楽ユニット『kajii』が、今年も音楽プラザにやってくる♪♪

イベント終了後、当館公式 YouTubeチャンネル「かなやま にじいろ」 にて、当日のコンサートのようすを
公開いたします！ こちらもぜひお楽しみに♪♪

※ワークショップ、コンサートそれぞれ30分程度

※応募に際しいただきました個人情報は本目的以外に使用されることはありません。

◆◆◆◆

◆◆◆◆

◆◆◆◆

※開催にあたり新型コロナウイルス感染拡大予防へのご理解およびご協
力をお願いしております。詳しくはチラシもしくはHPをご確認ください。

名古屋市音楽プラザ・日本特殊陶業市民会館
052-331-2141主催・問合せ

NEWS 公開期間▶10月19日（月）～11月23日（月祝） ※予定

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

kajii
楽器制作ワークショップ ＆ コンサート

参加者募集！！

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 ]

8月上旬現在、我が家の悩みは野菜が高いこと。例年以上の長梅雨
の影響で、レタスやきゅうりなどの野菜の価格が高騰していて、こ
の前もスーパーで3倍くらい高くなったレタスを見て、思わず「た
かっ！」と声に出してしまいました(笑)一家庭でこうなのだから、
コロナ禍で大変な飲食業にとっては大打撃。これから台風シーズ
ンに入りますから、更なる被害がないことを切に願います。〔澤地〕
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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

2020.9 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 9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。

（8月17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

9月1日（火） 9月1日（火）

◆ 点検日 9月7日（月）・23日（水） ◆ 点検日 9月7日（月）・14日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2020年（令和2年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 10月分

A 金山体育館
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！

❶▶ 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。

（8月17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：ベートーヴェン/交響曲第2番二長調 作品36
　　　ブラームス/交響曲第2番ニ長調 作品73
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

 ☎ 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482回定期演奏会

◆ 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12,600円～C席3,200円ほか

［ 9/11（金）18：45開演、9/12（土）16：00開演 ］

曲名：リード/序曲『春の猟犬』
　　　ヴァン・デル・ロースト/カンタベリー・コラール
　　　真島俊夫/シーガル（サクソフォーン協奏曲『バーズ』より第2楽章）*
　　　メンケン[三浦秀秋編]/『アラジン』シンフォニック・メドレーほか
指揮・サクソフォーン*：須川展也

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

◆ 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6,400円～B席2,200円ほか
（２５歳以下はS～B席が1,200円均一）

［ 9/27（日）15：00開演 ］

第45回名古屋市老連通常総会
令和2年度新任会長研修

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会
舌切雀

TSUKEMEN CONCERT
つなぐおと with JITAN CLASSIC

左門流日本舞踊公演
ー創作「天女と傀儡師（くぐつし）」上演ー

MYSTERY NIGHT TOUR 2020
稲川淳二の怪談ナイト

3

5

6

12

20

21

22

(木)

(土)

(日)

(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
10:00～17:00
(土日祝日休業)

日本舞踊左門流 事務局
TEL 042-622-8006
FAX 042-627-2155
www.samon.lineup.jp

エスエフオペレーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

東海ラジオ放送
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

前売券・当日券共に販売終了

全席指定:5,500円

全自由席
1,000円

全席指定:5,600円

［8月17日現在］

13:00～14:00
14:15～16:10

16:30～19:30

16:30～18:15

15:00～17:00
18:30～20:30

11:30～17:00

17:00～未定

14:00～未定

【振替公演】クリス・ハート
全国ツアー2020
～Love is Love～(愛を歌う)

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE 'T'TOUR 2020
Love Paradise

坂本冬美コンサート2020

前川 清&川中美幸
二人爆笑コンサート2020

福田こうへいコンサート

名フィル・ウィンド・オーケストラ2020

3

16

17

18

24

27

(木)

(水)

(木)

(金)

(木)

(日)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

前川 清&川中美幸　名古屋公演事務局
050-3533-3550
（平日11:00～17:00水土日祝休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

（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）

全席指定:7,700円

指定:8,000円

全席指定:7,500円

全席指定
S席:7,700円
A席:5,500円

全席指定:6,800円

プラチナ席:6,400円
S席:4,200円
A席:3,200円
B席:2,200円
☆25歳以下はS～B席が一律1,200円に！

19:00～未定

18:30～未定

13:00～15:00
17:00～19:00

13:00～15:20
17:00～19:20

12:30～14:30
17:00～19:00

15:00～17:00

〈 催事の開催について 〉

［8月17日現在］

〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

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。

● 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

マスコットキャラクターができました！マスコットキャラクターができました！
市民会館・音楽プラザからのお知らせ市民会館・音楽プラザからのお知らせ

何気なく手に取った３冊は、
いずれも音楽がモチーフの
物語。リアルな生音を待ち望
みつつ、今は小説の世界の音
を楽しみます。［高島］

筆文字アート教室も休講と
なったがご丁寧に先生がお手
本を送ってくださったので、お
家で文字遊び(^^)/
［久米］

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。

▶名前：まだない　　　▶年齢：？？？　　　▶出生地：金山

長く愛されるキャラクターとなれるよう、素敵な名前をご応募
ください。

マスコットキャラクターの名前を募集します！名前を
大募集！

市民会館、音楽プラザのことなら何でもぼくに聞いてね～

プロフィール

1972年、市民会館の開設当初から舞台奈落に住み着いている謎の妖精。これまでホール
で開催されたすべての公演を見聞きしてきたので芸術、特に音楽についてとても詳しい。

①キャラクターの名前とその理由
②氏名・連絡先（電話番号もしくはメールアドレス）
を明記のうえ、郵送・FAX・メールでご応募ください。

11月30日（月）

〒460-0022
名古屋市中区金山一丁目5番1号
「日本特殊陶業市民会館 マスコットキャラクター係」
▶F A X　052-322-7217
▶メール　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

 応 募 先

 応募方法

 応募締切


