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●みなさんの子どもの頃の「将来なりたい職業」は
なんでしたか？毎年ランキングにもなっている「子
どもの将来なりたい職業」。私の頃は、女の子は看
護師にパティシエやアイドル。男の子は医師にサッ
カー選手、それから警察官という感じでしたが、そ
のランキングもかなり変化しているようです。
●ここ数年で職業の一つとして確立され、なりた
い職業ランキングにも入ったものといえば「ユー
チューバー」。数年前からじわじわと確立されて
いった「ユーチューバー」という職業、私はなんだ
かあまり良いイメージがありませんでした。（ユー
チューバーの方、ユーチューバーのファンの方、申
し訳ありません。）
●ですが、今回市民会館・音楽プラザで公式チャン
ネルを開設することになったことで、そのイメージ
はガラッと変わりました。実際に撮影と編集をやっ
てみて感じる大変さたるや！たった5分の動画を作
ることがこんなに大変なのかと（私が慣れてない
だけかもしれませんが…）。キラキラした世界の裏
には、きっと沢山の技術とセンス、そして努力がい
るのだろうと、もう尊敬の念を抱かずにはいられま
せん。
●そんなこんなで、尊敬の眼差しで今は色んな
ユーチューバーの動画を見て勉強しています。職
業として「ユーチューバー」をしている方には及ば
ないけれど、楽しんでもらえるコンテンツとなるよ
う動画制作頑張ります！　　　　　

　イタリアのヴェローナを舞台に、宿敵どうしの家に
生まれたロミオとジュリエットの恋愛悲劇。シェイクス
ピアの戯曲の中でも指折りの有名作品。映画やミュー
ジカル、オペラ、バレエでも世界中で上演されていま
すので、一度は物語をご覧になった方も多いのではな
いでしょうか。
　愛を月に誓おうとするロミオを、ジュリエットは止め
ます。そして「月は夜ごと形を変える。貴方の愛まで移
り気に思えるから。」と続きます。さすが色恋に生きる
イタリア人、13歳の少女の言葉とは思えないほどの機
知に富んだ返しですね。
　出会いから死に至るまでは、たったの5日。月の形も
さほど変わらない間に、二人の愛は終わりを迎えます。
しかし、純愛を貫いた二人の姿は人々の心を動かし、
両家は許しあい和解をして幕を閉じます。

やめて、月なんかに誓うのは。
『ロミオとジュリエット』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 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

オーケストラピット
奈　　落
舞台天井

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]

この写真は市民会館のある場所です！普段見えてい
ないところには、このような場所がたくさんあります。
ここはどこか、下の3択から選んでください♪

下に深く穴の空いた構造になっています。楽器
の演奏者は、来ることがあるかもしれません！

新しい職業

[Writer 澤地]

ゲオルク・フリードリヒ・
ヘンデル

〈1685～1759年〉
ドイツ生まれ。日本では‘音楽の母’
と呼ばれている。ドイツのハレ大学
で法律を学び、オルガン奏者も務
める。その後、ハンブルクでヴァイオ
リン奏者となり、オペラ作曲も始め

る。一時イタリアに渡るが、ロンドンを活動拠点に
する。それからは、オペラやオラトリオなど劇場用の
曲をメインにつくり大成功を収める。晩年失明する
が、演奏活動だけは続け74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

ここはどこでしょう？ここはどこでしょう？

ヒント

代表作 水上の音楽、メサイア など

ヘンデル

▶ 期間▶ 期間

にじいろ

毎年、夏休みに小学生対象で開催していたバックステージツアーを今年はバーチャルで開催します！ 
詳しくは   YouTube「かなやまにじいろ」  で検索！

探検！体験！
バックステージツアー2020
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4本の動画を全て見てクイズに答えると、抽選でプレゼントが当たるから挑戦してみてね！

◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆

そんな「劇場のヒミツ」を　　　　ぼくと一緒に勉強しよう！

日本特殊陶業市民会館ってどんな施設？ 劇場ではどんな仕事をしているの？

劇場の演出にはどんなものがあるの？劇場の裏側ってどうなっているの？

市民会館の歴史や
名前のヒミツがわかる！

普段見られない
ホールの裏側を探検！

専門機材を体験して
気分は劇場スタッフ！

劇場スタッフによる
スペシャル動画！

10月1日（木）～11月30日（月）
▶ 応募方法▶ 応募方法 ホームページ応募フォーム

からご応募ください▶ 対象▶ 対象 小学生

11

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

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
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

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
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　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）

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
     　　　24時間

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
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

6 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

7 ダイニング ラクラス 金山店
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
●TEL.052-332-6060
　　　　  17：00～24：00

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

8 金山筋肉ん
金山1-13-8ライズビル1F  ●TEL.052-322-6262
　　　ランチ 11：30～14：30
　　　ディナー 17：30～22：30

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

9 ロンフーダイニング 〔杏仁豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00 杏仁豆腐無料

10 上海湯包小館 〔カジュアルチャイニーズレストラン〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-1512
　　　　  11:00～23:00

ソフトドリンク
1杯無料

11 とんかつマ・メゾン 〔とんかつ〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-2370
　　　　  11:00～22:00

ドリンクサービス
（アップル、アイスコーヒー、グレープ、
グラスビール、オレンジ、カルピス）

12 焼酎・黒豚 芋蔵 BAR GIRI 〔九州料理と焼酎BAR〕
アスナル金山1F　●TEL.052-322-3300
　　　[平日] 11:00～15:00/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

10％OFF

不定休

月曜定休

日曜定休

年中無休

年中無休

年中無休

月曜定休

日曜定休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業 24 ファストネイル 〔ネイルサロン〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-1139
　　　　  10:00～21:00

ジェルネイル500円OFF
(他クーポン・割引との併用は不可。
ジェルネイル塗布メニューのみ割引対象となります)

元日休業

23 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

22 ミカヅキモモコ 〔300円ショップ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-331-6889
　　　　  10:00～21:00

アクセサリー全品
5％OFF

元日休業

21 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より
5％OFF

(その他割引と併用不可)

元日休業

20 SALVATORE CUOMO & BAR 〔イタリアン＆バール〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-6765
　　　[平日] 11:00～15:30/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

ドリンク1杯
プレゼント

年中無休

19 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　[平日] 11:00～15:00/16:30～22:00
　　　[土日祝] 11:00～22:00

お食事代総額
10％off

（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

18 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

17 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

16 ELVENCE DEUX 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-7280
　　　　  10:00～21:00

店内商品
10%OFF

元日休業

15 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

元日休業

14 in the closet 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-1102
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

13 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00

コンタクトレンズ、ケア用品
20％off

元日休業
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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

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 ]

秋も深まり肌寒い日が増えてくると恋しくなる食べ物、おでん。地域
によって具材や味付け、添える薬味にも違いがあってご当地色豊か
なようです。わが家のおでんは、赤味噌で煮込み七味をかけて食べ、
赤棒(名古屋特有の赤いはんぺん)もマストで入っている超名古屋式
です。見た目は真っ黒ですが甘辛の味付けが堪りません！特に2日
目の中まで味噌がしみ込んだ大根が美味しいんですよ。〔栗木〕
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9 24～～

※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

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
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

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
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　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）

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
     　　　24時間

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
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

6 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

7 ダイニング ラクラス 金山店
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
●TEL.052-332-6060
　　　　  17：00～24：00

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

8 金山筋肉ん
金山1-13-8ライズビル1F  ●TEL.052-322-6262
　　　ランチ 11：30～14：30
　　　ディナー 17：30～22：30

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

9 ロンフーダイニング 〔杏仁豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00 杏仁豆腐無料

10 上海湯包小館 〔カジュアルチャイニーズレストラン〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-1512
　　　　  11:00～23:00

ソフトドリンク
1杯無料

11 とんかつマ・メゾン 〔とんかつ〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-2370
　　　　  11:00～22:00

ドリンクサービス
（アップル、アイスコーヒー、グレープ、
グラスビール、オレンジ、カルピス）

12 焼酎・黒豚 芋蔵 BAR GIRI 〔九州料理と焼酎BAR〕
アスナル金山1F　●TEL.052-322-3300
　　　[平日] 11:00～15:00/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

10％OFF

不定休

月曜定休

日曜定休

年中無休

年中無休

年中無休

月曜定休

日曜定休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業 24 ファストネイル 〔ネイルサロン〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-1139
　　　　  10:00～21:00

ジェルネイル500円OFF
(他クーポン・割引との併用は不可。
ジェルネイル塗布メニューのみ割引対象となります)

元日休業

23 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

22 ミカヅキモモコ 〔300円ショップ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-331-6889
　　　　  10:00～21:00

アクセサリー全品
5％OFF

元日休業

21 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より
5％OFF

(その他割引と併用不可)

元日休業

20 SALVATORE CUOMO & BAR 〔イタリアン＆バール〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-6765
　　　[平日] 11:00～15:30/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

ドリンク1杯
プレゼント

年中無休

19 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　[平日] 11:00～15:00/16:30～22:00
　　　[土日祝] 11:00～22:00

お食事代総額
10％off

（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

18 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

17 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

16 ELVENCE DEUX 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-7280
　　　　  10:00～21:00

店内商品
10%OFF

元日休業

15 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

元日休業

14 in the closet 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-1102
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

13 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00

コンタクトレンズ、ケア用品
20％off

元日休業

営業
時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間 営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

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 ]

秋も深まり肌寒い日が増えてくると恋しくなる食べ物、おでん。地域
によって具材や味付け、添える薬味にも違いがあってご当地色豊か
なようです。わが家のおでんは、赤味噌で煮込み七味をかけて食べ、
赤棒(名古屋特有の赤いはんぺん)もマストで入っている超名古屋式
です。見た目は真っ黒ですが甘辛の味付けが堪りません！特に2日
目の中まで味噌がしみ込んだ大根が美味しいんですよ。〔栗木〕
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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10月末日迄
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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

●みなさんの子どもの頃の「将来なりたい職業」は
なんでしたか？毎年ランキングにもなっている「子
どもの将来なりたい職業」。私の頃は、女の子は看
護師にパティシエやアイドル。男の子は医師にサッ
カー選手、それから警察官という感じでしたが、そ
のランキングもかなり変化しているようです。
●ここ数年で職業の一つとして確立され、なりた
い職業ランキングにも入ったものといえば「ユー
チューバー」。数年前からじわじわと確立されて
いった「ユーチューバー」という職業、私はなんだ
かあまり良いイメージがありませんでした。（ユー
チューバーの方、ユーチューバーのファンの方、申
し訳ありません。）
●ですが、今回市民会館・音楽プラザで公式チャン
ネルを開設することになったことで、そのイメージ
はガラッと変わりました。実際に撮影と編集をやっ
てみて感じる大変さたるや！たった5分の動画を作
ることがこんなに大変なのかと（私が慣れてない
だけかもしれませんが…）。キラキラした世界の裏
には、きっと沢山の技術とセンス、そして努力がい
るのだろうと、もう尊敬の念を抱かずにはいられま
せん。
●そんなこんなで、尊敬の眼差しで今は色んな
ユーチューバーの動画を見て勉強しています。職
業として「ユーチューバー」をしている方には及ば
ないけれど、楽しんでもらえるコンテンツとなるよ
う動画制作頑張ります！　　　　　

　イタリアのヴェローナを舞台に、宿敵どうしの家に
生まれたロミオとジュリエットの恋愛悲劇。シェイクス
ピアの戯曲の中でも指折りの有名作品。映画やミュー
ジカル、オペラ、バレエでも世界中で上演されていま
すので、一度は物語をご覧になった方も多いのではな
いでしょうか。
　愛を月に誓おうとするロミオを、ジュリエットは止め
ます。そして「月は夜ごと形を変える。貴方の愛まで移
り気に思えるから。」と続きます。さすが色恋に生きる
イタリア人、13歳の少女の言葉とは思えないほどの機
知に富んだ返しですね。
　出会いから死に至るまでは、たったの5日。月の形も
さほど変わらない間に、二人の愛は終わりを迎えます。
しかし、純愛を貫いた二人の姿は人々の心を動かし、
両家は許しあい和解をして幕を閉じます。

やめて、月なんかに誓うのは。
『ロミオとジュリエット』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 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

オーケストラピット
奈　　落
舞台天井

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]

この写真は市民会館のある場所です！普段見えてい
ないところには、このような場所がたくさんあります。
ここはどこか、下の3択から選んでください♪

下に深く穴の空いた構造になっています。楽器
の演奏者は、来ることがあるかもしれません！

新しい職業

[Writer 澤地]

ゲオルク・フリードリヒ・
ヘンデル

〈1685～1759年〉
ドイツ生まれ。日本では‘音楽の母’
と呼ばれている。ドイツのハレ大学
で法律を学び、オルガン奏者も務
める。その後、ハンブルクでヴァイオ
リン奏者となり、オペラ作曲も始め

る。一時イタリアに渡るが、ロンドンを活動拠点に
する。それからは、オペラやオラトリオなど劇場用の
曲をメインにつくり大成功を収める。晩年失明する
が、演奏活動だけは続け74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

ここはどこでしょう？ここはどこでしょう？

ヒント

代表作 水上の音楽、メサイア など

ヘンデル

▶ 期間▶ 期間

にじいろ

毎年、夏休みに小学生対象で開催していたバックステージツアーを今年はバーチャルで開催します！ 
詳しくは   YouTube「かなやまにじいろ」  で検索！

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

4本の動画を全て見てクイズに答えると、抽選でプレゼントが当たるから挑戦してみてね！

◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆

そんな「劇場のヒミツ」を　　　　ぼくと一緒に勉強しよう！

日本特殊陶業市民会館ってどんな施設？ 劇場ではどんな仕事をしているの？

劇場の演出にはどんなものがあるの？劇場の裏側ってどうなっているの？

市民会館の歴史や
名前のヒミツがわかる！

普段見られない
ホールの裏側を探検！

専門機材を体験して
気分は劇場スタッフ！

劇場スタッフによる
スペシャル動画！

10月1日（木）～11月30日（月）
▶ 応募方法▶ 応募方法 ホームページ応募フォーム

からご応募ください▶ 対象▶ 対象 小学生

11

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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アスナル金山

9 24～～

※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

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
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

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
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　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）

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
     　　　24時間

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
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

6 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

7 ダイニング ラクラス 金山店
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
●TEL.052-332-6060
　　　　  17：00～24：00

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

8 金山筋肉ん
金山1-13-8ライズビル1F  ●TEL.052-322-6262
　　　ランチ 11：30～14：30
　　　ディナー 17：30～22：30

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

9 ロンフーダイニング 〔杏仁豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00 杏仁豆腐無料

10 上海湯包小館 〔カジュアルチャイニーズレストラン〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-1512
　　　　  11:00～23:00

ソフトドリンク
1杯無料

11 とんかつマ・メゾン 〔とんかつ〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-2370
　　　　  11:00～22:00

ドリンクサービス
（アップル、アイスコーヒー、グレープ、
グラスビール、オレンジ、カルピス）

12 焼酎・黒豚 芋蔵 BAR GIRI 〔九州料理と焼酎BAR〕
アスナル金山1F　●TEL.052-322-3300
　　　[平日] 11:00～15:00/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

10％OFF

不定休

月曜定休

日曜定休

年中無休

年中無休

年中無休

月曜定休

日曜定休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業 24 ファストネイル 〔ネイルサロン〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-1139
　　　　  10:00～21:00

ジェルネイル500円OFF
(他クーポン・割引との併用は不可。
ジェルネイル塗布メニューのみ割引対象となります)

元日休業

23 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

22 ミカヅキモモコ 〔300円ショップ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-331-6889
　　　　  10:00～21:00

アクセサリー全品
5％OFF

元日休業

21 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より
5％OFF

(その他割引と併用不可)

元日休業

20 SALVATORE CUOMO & BAR 〔イタリアン＆バール〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-6765
　　　[平日] 11:00～15:30/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

ドリンク1杯
プレゼント

年中無休

19 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　[平日] 11:00～15:00/16:30～22:00
　　　[土日祝] 11:00～22:00

お食事代総額
10％off

（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

18 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

17 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

16 ELVENCE DEUX 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-7280
　　　　  10:00～21:00

店内商品
10%OFF

元日休業

15 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

元日休業

14 in the closet 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-1102
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

13 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00

コンタクトレンズ、ケア用品
20％off

元日休業

営業
時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間 営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

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 ]

秋も深まり肌寒い日が増えてくると恋しくなる食べ物、おでん。地域
によって具材や味付け、添える薬味にも違いがあってご当地色豊か
なようです。わが家のおでんは、赤味噌で煮込み七味をかけて食べ、
赤棒(名古屋特有の赤いはんぺん)もマストで入っている超名古屋式
です。見た目は真っ黒ですが甘辛の味付けが堪りません！特に2日
目の中まで味噌がしみ込んだ大根が美味しいんですよ。〔栗木〕
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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10月末日迄

 裏面をチ
ェック

 裏面をチ
ェック

22 33 44

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

●みなさんの子どもの頃の「将来なりたい職業」は
なんでしたか？毎年ランキングにもなっている「子
どもの将来なりたい職業」。私の頃は、女の子は看
護師にパティシエやアイドル。男の子は医師にサッ
カー選手、それから警察官という感じでしたが、そ
のランキングもかなり変化しているようです。
●ここ数年で職業の一つとして確立され、なりた
い職業ランキングにも入ったものといえば「ユー
チューバー」。数年前からじわじわと確立されて
いった「ユーチューバー」という職業、私はなんだ
かあまり良いイメージがありませんでした。（ユー
チューバーの方、ユーチューバーのファンの方、申
し訳ありません。）
●ですが、今回市民会館・音楽プラザで公式チャン
ネルを開設することになったことで、そのイメージ
はガラッと変わりました。実際に撮影と編集をやっ
てみて感じる大変さたるや！たった5分の動画を作
ることがこんなに大変なのかと（私が慣れてない
だけかもしれませんが…）。キラキラした世界の裏
には、きっと沢山の技術とセンス、そして努力がい
るのだろうと、もう尊敬の念を抱かずにはいられま
せん。
●そんなこんなで、尊敬の眼差しで今は色んな
ユーチューバーの動画を見て勉強しています。職
業として「ユーチューバー」をしている方には及ば
ないけれど、楽しんでもらえるコンテンツとなるよ
う動画制作頑張ります！　　　　　

　イタリアのヴェローナを舞台に、宿敵どうしの家に
生まれたロミオとジュリエットの恋愛悲劇。シェイクス
ピアの戯曲の中でも指折りの有名作品。映画やミュー
ジカル、オペラ、バレエでも世界中で上演されていま
すので、一度は物語をご覧になった方も多いのではな
いでしょうか。
　愛を月に誓おうとするロミオを、ジュリエットは止め
ます。そして「月は夜ごと形を変える。貴方の愛まで移
り気に思えるから。」と続きます。さすが色恋に生きる
イタリア人、13歳の少女の言葉とは思えないほどの機
知に富んだ返しですね。
　出会いから死に至るまでは、たったの5日。月の形も
さほど変わらない間に、二人の愛は終わりを迎えます。
しかし、純愛を貫いた二人の姿は人々の心を動かし、
両家は許しあい和解をして幕を閉じます。

やめて、月なんかに誓うのは。
『ロミオとジュリエット』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 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

オーケストラピット
奈　　落
舞台天井

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]

この写真は市民会館のある場所です！普段見えてい
ないところには、このような場所がたくさんあります。
ここはどこか、下の3択から選んでください♪

下に深く穴の空いた構造になっています。楽器
の演奏者は、来ることがあるかもしれません！

新しい職業

[Writer 澤地]

ゲオルク・フリードリヒ・
ヘンデル

〈1685～1759年〉
ドイツ生まれ。日本では‘音楽の母’
と呼ばれている。ドイツのハレ大学
で法律を学び、オルガン奏者も務
める。その後、ハンブルクでヴァイオ
リン奏者となり、オペラ作曲も始め

る。一時イタリアに渡るが、ロンドンを活動拠点に
する。それからは、オペラやオラトリオなど劇場用の
曲をメインにつくり大成功を収める。晩年失明する
が、演奏活動だけは続け74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

ここはどこでしょう？ここはどこでしょう？

ヒント

代表作 水上の音楽、メサイア など

ヘンデル

▶ 期間▶ 期間

にじいろ

毎年、夏休みに小学生対象で開催していたバックステージツアーを今年はバーチャルで開催します！ 
詳しくは   YouTube「かなやまにじいろ」  で検索！

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

4本の動画を全て見てクイズに答えると、抽選でプレゼントが当たるから挑戦してみてね！

◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆

そんな「劇場のヒミツ」を　　　　ぼくと一緒に勉強しよう！

日本特殊陶業市民会館ってどんな施設？ 劇場ではどんな仕事をしているの？

劇場の演出にはどんなものがあるの？劇場の裏側ってどうなっているの？

市民会館の歴史や
名前のヒミツがわかる！

普段見られない
ホールの裏側を探検！

専門機材を体験して
気分は劇場スタッフ！

劇場スタッフによる
スペシャル動画！

10月1日（木）～11月30日（月）
▶ 応募方法▶ 応募方法 ホームページ応募フォーム

からご応募ください▶ 対象▶ 対象 小学生

11

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

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前
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アスナル金山

9 24～～

※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

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
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

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
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　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）

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
     　　　24時間

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
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

6 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

7 ダイニング ラクラス 金山店
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
●TEL.052-332-6060
　　　　  17：00～24：00

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

8 金山筋肉ん
金山1-13-8ライズビル1F  ●TEL.052-322-6262
　　　ランチ 11：30～14：30
　　　ディナー 17：30～22：30

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

9 ロンフーダイニング 〔杏仁豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00 杏仁豆腐無料

10 上海湯包小館 〔カジュアルチャイニーズレストラン〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-1512
　　　　  11:00～23:00

ソフトドリンク
1杯無料

11 とんかつマ・メゾン 〔とんかつ〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-2370
　　　　  11:00～22:00

ドリンクサービス
（アップル、アイスコーヒー、グレープ、
グラスビール、オレンジ、カルピス）

12 焼酎・黒豚 芋蔵 BAR GIRI 〔九州料理と焼酎BAR〕
アスナル金山1F　●TEL.052-322-3300
　　　[平日] 11:00～15:00/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

10％OFF

不定休

月曜定休

日曜定休

年中無休

年中無休

年中無休

月曜定休

日曜定休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業 24 ファストネイル 〔ネイルサロン〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-1139
　　　　  10:00～21:00

ジェルネイル500円OFF
(他クーポン・割引との併用は不可。
ジェルネイル塗布メニューのみ割引対象となります)

元日休業

23 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

22 ミカヅキモモコ 〔300円ショップ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-331-6889
　　　　  10:00～21:00

アクセサリー全品
5％OFF

元日休業

21 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より
5％OFF

(その他割引と併用不可)

元日休業

20 SALVATORE CUOMO & BAR 〔イタリアン＆バール〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-6765
　　　[平日] 11:00～15:30/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

ドリンク1杯
プレゼント

年中無休

19 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　[平日] 11:00～15:00/16:30～22:00
　　　[土日祝] 11:00～22:00

お食事代総額
10％off

（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

18 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

17 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

16 ELVENCE DEUX 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-7280
　　　　  10:00～21:00

店内商品
10%OFF

元日休業

15 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

元日休業

14 in the closet 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-1102
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

13 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00

コンタクトレンズ、ケア用品
20％off

元日休業
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営業時間

営業時間

営業時間

営業時間 営業時間

営業時間

営業時間
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営業時間

営業時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

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
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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 ]

秋も深まり肌寒い日が増えてくると恋しくなる食べ物、おでん。地域
によって具材や味付け、添える薬味にも違いがあってご当地色豊か
なようです。わが家のおでんは、赤味噌で煮込み七味をかけて食べ、
赤棒(名古屋特有の赤いはんぺん)もマストで入っている超名古屋式
です。見た目は真っ黒ですが甘辛の味付けが堪りません！特に2日
目の中まで味噌がしみ込んだ大根が美味しいんですよ。〔栗木〕
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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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座

3

4

8

11

12

15

20

22

24

25

30

(土)

(日)

(木)

(日)

(月)

(木)

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］

12:00～未定
17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

3

11

15

19

21

29

(土)

(日)

(木)

(月)

(水)

(木)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！
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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10月末日迄

 裏面をチ
ェック

 裏面をチ
ェック

22 33 44

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

●みなさんの子どもの頃の「将来なりたい職業」は
なんでしたか？毎年ランキングにもなっている「子
どもの将来なりたい職業」。私の頃は、女の子は看
護師にパティシエやアイドル。男の子は医師にサッ
カー選手、それから警察官という感じでしたが、そ
のランキングもかなり変化しているようです。
●ここ数年で職業の一つとして確立され、なりた
い職業ランキングにも入ったものといえば「ユー
チューバー」。数年前からじわじわと確立されて
いった「ユーチューバー」という職業、私はなんだ
かあまり良いイメージがありませんでした。（ユー
チューバーの方、ユーチューバーのファンの方、申
し訳ありません。）
●ですが、今回市民会館・音楽プラザで公式チャン
ネルを開設することになったことで、そのイメージ
はガラッと変わりました。実際に撮影と編集をやっ
てみて感じる大変さたるや！たった5分の動画を作
ることがこんなに大変なのかと（私が慣れてない
だけかもしれませんが…）。キラキラした世界の裏
には、きっと沢山の技術とセンス、そして努力がい
るのだろうと、もう尊敬の念を抱かずにはいられま
せん。
●そんなこんなで、尊敬の眼差しで今は色んな
ユーチューバーの動画を見て勉強しています。職
業として「ユーチューバー」をしている方には及ば
ないけれど、楽しんでもらえるコンテンツとなるよ
う動画制作頑張ります！　　　　　

　イタリアのヴェローナを舞台に、宿敵どうしの家に
生まれたロミオとジュリエットの恋愛悲劇。シェイクス
ピアの戯曲の中でも指折りの有名作品。映画やミュー
ジカル、オペラ、バレエでも世界中で上演されていま
すので、一度は物語をご覧になった方も多いのではな
いでしょうか。
　愛を月に誓おうとするロミオを、ジュリエットは止め
ます。そして「月は夜ごと形を変える。貴方の愛まで移
り気に思えるから。」と続きます。さすが色恋に生きる
イタリア人、13歳の少女の言葉とは思えないほどの機
知に富んだ返しですね。
　出会いから死に至るまでは、たったの5日。月の形も
さほど変わらない間に、二人の愛は終わりを迎えます。
しかし、純愛を貫いた二人の姿は人々の心を動かし、
両家は許しあい和解をして幕を閉じます。

やめて、月なんかに誓うのは。
『ロミオとジュリエット』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 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

オーケストラピット
奈　　落
舞台天井

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]

この写真は市民会館のある場所です！普段見えてい
ないところには、このような場所がたくさんあります。
ここはどこか、下の3択から選んでください♪

下に深く穴の空いた構造になっています。楽器
の演奏者は、来ることがあるかもしれません！

新しい職業

[Writer 澤地]

ゲオルク・フリードリヒ・
ヘンデル

〈1685～1759年〉
ドイツ生まれ。日本では‘音楽の母’
と呼ばれている。ドイツのハレ大学
で法律を学び、オルガン奏者も務
める。その後、ハンブルクでヴァイオ
リン奏者となり、オペラ作曲も始め

る。一時イタリアに渡るが、ロンドンを活動拠点に
する。それからは、オペラやオラトリオなど劇場用の
曲をメインにつくり大成功を収める。晩年失明する
が、演奏活動だけは続け74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

ここはどこでしょう？ここはどこでしょう？

ヒント

代表作 水上の音楽、メサイア など

ヘンデル

▶ 期間▶ 期間

にじいろ

毎年、夏休みに小学生対象で開催していたバックステージツアーを今年はバーチャルで開催します！ 
詳しくは   YouTube「かなやまにじいろ」  で検索！

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

4本の動画を全て見てクイズに答えると、抽選でプレゼントが当たるから挑戦してみてね！

◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆

そんな「劇場のヒミツ」を　　　　ぼくと一緒に勉強しよう！

日本特殊陶業市民会館ってどんな施設？ 劇場ではどんな仕事をしているの？

劇場の演出にはどんなものがあるの？劇場の裏側ってどうなっているの？

市民会館の歴史や
名前のヒミツがわかる！

普段見られない
ホールの裏側を探検！

専門機材を体験して
気分は劇場スタッフ！

劇場スタッフによる
スペシャル動画！

10月1日（木）～11月30日（月）
▶ 応募方法▶ 応募方法 ホームページ応募フォーム

からご応募ください▶ 対象▶ 対象 小学生

11

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
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

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

アスナル金山

9 24～～

※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

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
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

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
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　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）

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
     　　　24時間

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
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

6 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

7 ダイニング ラクラス 金山店
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
●TEL.052-332-6060
　　　　  17：00～24：00

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

8 金山筋肉ん
金山1-13-8ライズビル1F  ●TEL.052-322-6262
　　　ランチ 11：30～14：30
　　　ディナー 17：30～22：30

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

9 ロンフーダイニング 〔杏仁豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00 杏仁豆腐無料

10 上海湯包小館 〔カジュアルチャイニーズレストラン〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-1512
　　　　  11:00～23:00

ソフトドリンク
1杯無料

11 とんかつマ・メゾン 〔とんかつ〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-2370
　　　　  11:00～22:00

ドリンクサービス
（アップル、アイスコーヒー、グレープ、
グラスビール、オレンジ、カルピス）

12 焼酎・黒豚 芋蔵 BAR GIRI 〔九州料理と焼酎BAR〕
アスナル金山1F　●TEL.052-322-3300
　　　[平日] 11:00～15:00/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

10％OFF

不定休

月曜定休

日曜定休

年中無休

年中無休

年中無休

月曜定休

日曜定休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業 24 ファストネイル 〔ネイルサロン〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-1139
　　　　  10:00～21:00

ジェルネイル500円OFF
(他クーポン・割引との併用は不可。
ジェルネイル塗布メニューのみ割引対象となります)

元日休業

23 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

22 ミカヅキモモコ 〔300円ショップ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-331-6889
　　　　  10:00～21:00

アクセサリー全品
5％OFF

元日休業

21 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より
5％OFF

(その他割引と併用不可)

元日休業

20 SALVATORE CUOMO & BAR 〔イタリアン＆バール〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-6765
　　　[平日] 11:00～15:30/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

ドリンク1杯
プレゼント

年中無休

19 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　[平日] 11:00～15:00/16:30～22:00
　　　[土日祝] 11:00～22:00

お食事代総額
10％off

（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

18 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

17 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

16 ELVENCE DEUX 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-7280
　　　　  10:00～21:00

店内商品
10%OFF

元日休業

15 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

元日休業

14 in the closet 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-1102
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

13 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00

コンタクトレンズ、ケア用品
20％off

元日休業

営業
時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間 営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

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 ]

秋も深まり肌寒い日が増えてくると恋しくなる食べ物、おでん。地域
によって具材や味付け、添える薬味にも違いがあってご当地色豊か
なようです。わが家のおでんは、赤味噌で煮込み七味をかけて食べ、
赤棒(名古屋特有の赤いはんぺん)もマストで入っている超名古屋式
です。見た目は真っ黒ですが甘辛の味付けが堪りません！特に2日
目の中まで味噌がしみ込んだ大根が美味しいんですよ。〔栗木〕

102020
54VOL.

〈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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座

3
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12
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20

22

24

25

30

(土)

(日)

(木)

(日)

(月)

(木)

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］

12:00～未定
17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

3

11

15

19

21

29

(土)

(日)

(木)

(月)

(水)

(木)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！

〈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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座
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(土)

(日)

(木)

(日)

(月)

(木)

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］

12:00～未定
17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会
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(土)

(日)

(木)

(月)

(水)

(木)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！



〈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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座
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(日)

(木)

(日)

(月)

(木)

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］
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17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会
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メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！

〈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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座
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(土)

(日)

(木)

(日)

(月)

(木)

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］

12:00～未定
17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会
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(土)
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(月)

(水)

(木)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！

〈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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座
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(月)
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(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］

12:00～未定
17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

3

11

15

19

21

29

(土)

(日)

(木)

(月)

(水)

(木)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！
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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10月末日迄

 裏面をチ
ェック

 裏面をチ
ェック

22 33 44

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

●みなさんの子どもの頃の「将来なりたい職業」は
なんでしたか？毎年ランキングにもなっている「子
どもの将来なりたい職業」。私の頃は、女の子は看
護師にパティシエやアイドル。男の子は医師にサッ
カー選手、それから警察官という感じでしたが、そ
のランキングもかなり変化しているようです。
●ここ数年で職業の一つとして確立され、なりた
い職業ランキングにも入ったものといえば「ユー
チューバー」。数年前からじわじわと確立されて
いった「ユーチューバー」という職業、私はなんだ
かあまり良いイメージがありませんでした。（ユー
チューバーの方、ユーチューバーのファンの方、申
し訳ありません。）
●ですが、今回市民会館・音楽プラザで公式チャン
ネルを開設することになったことで、そのイメージ
はガラッと変わりました。実際に撮影と編集をやっ
てみて感じる大変さたるや！たった5分の動画を作
ることがこんなに大変なのかと（私が慣れてない
だけかもしれませんが…）。キラキラした世界の裏
には、きっと沢山の技術とセンス、そして努力がい
るのだろうと、もう尊敬の念を抱かずにはいられま
せん。
●そんなこんなで、尊敬の眼差しで今は色んな
ユーチューバーの動画を見て勉強しています。職
業として「ユーチューバー」をしている方には及ば
ないけれど、楽しんでもらえるコンテンツとなるよ
う動画制作頑張ります！　　　　　

　イタリアのヴェローナを舞台に、宿敵どうしの家に
生まれたロミオとジュリエットの恋愛悲劇。シェイクス
ピアの戯曲の中でも指折りの有名作品。映画やミュー
ジカル、オペラ、バレエでも世界中で上演されていま
すので、一度は物語をご覧になった方も多いのではな
いでしょうか。
　愛を月に誓おうとするロミオを、ジュリエットは止め
ます。そして「月は夜ごと形を変える。貴方の愛まで移
り気に思えるから。」と続きます。さすが色恋に生きる
イタリア人、13歳の少女の言葉とは思えないほどの機
知に富んだ返しですね。
　出会いから死に至るまでは、たったの5日。月の形も
さほど変わらない間に、二人の愛は終わりを迎えます。
しかし、純愛を貫いた二人の姿は人々の心を動かし、
両家は許しあい和解をして幕を閉じます。

やめて、月なんかに誓うのは。
『ロミオとジュリエット』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 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

オーケストラピット
奈　　落
舞台天井

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]

この写真は市民会館のある場所です！普段見えてい
ないところには、このような場所がたくさんあります。
ここはどこか、下の3択から選んでください♪

下に深く穴の空いた構造になっています。楽器
の演奏者は、来ることがあるかもしれません！

新しい職業

[Writer 澤地]

ゲオルク・フリードリヒ・
ヘンデル

〈1685～1759年〉
ドイツ生まれ。日本では‘音楽の母’
と呼ばれている。ドイツのハレ大学
で法律を学び、オルガン奏者も務
める。その後、ハンブルクでヴァイオ
リン奏者となり、オペラ作曲も始め

る。一時イタリアに渡るが、ロンドンを活動拠点に
する。それからは、オペラやオラトリオなど劇場用の
曲をメインにつくり大成功を収める。晩年失明する
が、演奏活動だけは続け74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

ここはどこでしょう？ここはどこでしょう？

ヒント

代表作 水上の音楽、メサイア など

ヘンデル

▶ 期間▶ 期間

にじいろ

毎年、夏休みに小学生対象で開催していたバックステージツアーを今年はバーチャルで開催します！ 
詳しくは   YouTube「かなやまにじいろ」  で検索！

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

4本の動画を全て見てクイズに答えると、抽選でプレゼントが当たるから挑戦してみてね！

◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆

そんな「劇場のヒミツ」を　　　　ぼくと一緒に勉強しよう！

日本特殊陶業市民会館ってどんな施設？ 劇場ではどんな仕事をしているの？

劇場の演出にはどんなものがあるの？劇場の裏側ってどうなっているの？

市民会館の歴史や
名前のヒミツがわかる！

普段見られない
ホールの裏側を探検！

専門機材を体験して
気分は劇場スタッフ！

劇場スタッフによる
スペシャル動画！

10月1日（木）～11月30日（月）
▶ 応募方法▶ 応募方法 ホームページ応募フォーム

からご応募ください▶ 対象▶ 対象 小学生

11

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
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

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

アスナル金山

9 24～～

※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

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
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

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
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　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）

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
     　　　24時間

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
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

6 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

7 ダイニング ラクラス 金山店
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
●TEL.052-332-6060
　　　　  17：00～24：00

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

8 金山筋肉ん
金山1-13-8ライズビル1F  ●TEL.052-322-6262
　　　ランチ 11：30～14：30
　　　ディナー 17：30～22：30

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

9 ロンフーダイニング 〔杏仁豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00 杏仁豆腐無料

10 上海湯包小館 〔カジュアルチャイニーズレストラン〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-1512
　　　　  11:00～23:00

ソフトドリンク
1杯無料

11 とんかつマ・メゾン 〔とんかつ〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-2370
　　　　  11:00～22:00

ドリンクサービス
（アップル、アイスコーヒー、グレープ、
グラスビール、オレンジ、カルピス）

12 焼酎・黒豚 芋蔵 BAR GIRI 〔九州料理と焼酎BAR〕
アスナル金山1F　●TEL.052-322-3300
　　　[平日] 11:00～15:00/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

10％OFF

不定休

月曜定休

日曜定休

年中無休

年中無休

年中無休

月曜定休

日曜定休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業 24 ファストネイル 〔ネイルサロン〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-1139
　　　　  10:00～21:00

ジェルネイル500円OFF
(他クーポン・割引との併用は不可。
ジェルネイル塗布メニューのみ割引対象となります)

元日休業

23 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

22 ミカヅキモモコ 〔300円ショップ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-331-6889
　　　　  10:00～21:00

アクセサリー全品
5％OFF

元日休業

21 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より
5％OFF

(その他割引と併用不可)

元日休業

20 SALVATORE CUOMO & BAR 〔イタリアン＆バール〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-6765
　　　[平日] 11:00～15:30/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

ドリンク1杯
プレゼント

年中無休

19 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　[平日] 11:00～15:00/16:30～22:00
　　　[土日祝] 11:00～22:00

お食事代総額
10％off

（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

18 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

17 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

16 ELVENCE DEUX 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-7280
　　　　  10:00～21:00

店内商品
10%OFF

元日休業

15 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

元日休業

14 in the closet 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-1102
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

13 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00

コンタクトレンズ、ケア用品
20％off

元日休業

営業
時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間 営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

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 ]

秋も深まり肌寒い日が増えてくると恋しくなる食べ物、おでん。地域
によって具材や味付け、添える薬味にも違いがあってご当地色豊か
なようです。わが家のおでんは、赤味噌で煮込み七味をかけて食べ、
赤棒(名古屋特有の赤いはんぺん)もマストで入っている超名古屋式
です。見た目は真っ黒ですが甘辛の味付けが堪りません！特に2日
目の中まで味噌がしみ込んだ大根が美味しいんですよ。〔栗木〕
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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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座

3

4

8

11

12

15

20

22

24

25

30

(土)

(日)

(木)

(日)

(月)

(木)

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］

12:00～未定
17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

3

11

15

19

21

29

(土)

(日)

(木)

(月)

(水)

(木)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！

〈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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座
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(土)

(日)

(木)

(日)

(月)

(木)

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］

12:00～未定
17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

3

11

15

19

21

29

(土)

(日)

(木)

(月)

(水)

(木)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！
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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10月末日迄

 裏面をチ
ェック

 裏面をチ
ェック

22 33 44

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

●みなさんの子どもの頃の「将来なりたい職業」は
なんでしたか？毎年ランキングにもなっている「子
どもの将来なりたい職業」。私の頃は、女の子は看
護師にパティシエやアイドル。男の子は医師にサッ
カー選手、それから警察官という感じでしたが、そ
のランキングもかなり変化しているようです。
●ここ数年で職業の一つとして確立され、なりた
い職業ランキングにも入ったものといえば「ユー
チューバー」。数年前からじわじわと確立されて
いった「ユーチューバー」という職業、私はなんだ
かあまり良いイメージがありませんでした。（ユー
チューバーの方、ユーチューバーのファンの方、申
し訳ありません。）
●ですが、今回市民会館・音楽プラザで公式チャン
ネルを開設することになったことで、そのイメージ
はガラッと変わりました。実際に撮影と編集をやっ
てみて感じる大変さたるや！たった5分の動画を作
ることがこんなに大変なのかと（私が慣れてない
だけかもしれませんが…）。キラキラした世界の裏
には、きっと沢山の技術とセンス、そして努力がい
るのだろうと、もう尊敬の念を抱かずにはいられま
せん。
●そんなこんなで、尊敬の眼差しで今は色んな
ユーチューバーの動画を見て勉強しています。職
業として「ユーチューバー」をしている方には及ば
ないけれど、楽しんでもらえるコンテンツとなるよ
う動画制作頑張ります！　　　　　

　イタリアのヴェローナを舞台に、宿敵どうしの家に
生まれたロミオとジュリエットの恋愛悲劇。シェイクス
ピアの戯曲の中でも指折りの有名作品。映画やミュー
ジカル、オペラ、バレエでも世界中で上演されていま
すので、一度は物語をご覧になった方も多いのではな
いでしょうか。
　愛を月に誓おうとするロミオを、ジュリエットは止め
ます。そして「月は夜ごと形を変える。貴方の愛まで移
り気に思えるから。」と続きます。さすが色恋に生きる
イタリア人、13歳の少女の言葉とは思えないほどの機
知に富んだ返しですね。
　出会いから死に至るまでは、たったの5日。月の形も
さほど変わらない間に、二人の愛は終わりを迎えます。
しかし、純愛を貫いた二人の姿は人々の心を動かし、
両家は許しあい和解をして幕を閉じます。

やめて、月なんかに誓うのは。
『ロミオとジュリエット』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 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

オーケストラピット
奈　　落
舞台天井

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]

この写真は市民会館のある場所です！普段見えてい
ないところには、このような場所がたくさんあります。
ここはどこか、下の3択から選んでください♪

下に深く穴の空いた構造になっています。楽器
の演奏者は、来ることがあるかもしれません！

新しい職業

[Writer 澤地]

ゲオルク・フリードリヒ・
ヘンデル

〈1685～1759年〉
ドイツ生まれ。日本では‘音楽の母’
と呼ばれている。ドイツのハレ大学
で法律を学び、オルガン奏者も務
める。その後、ハンブルクでヴァイオ
リン奏者となり、オペラ作曲も始め

る。一時イタリアに渡るが、ロンドンを活動拠点に
する。それからは、オペラやオラトリオなど劇場用の
曲をメインにつくり大成功を収める。晩年失明する
が、演奏活動だけは続け74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

ここはどこでしょう？ここはどこでしょう？

ヒント

代表作 水上の音楽、メサイア など

ヘンデル

▶ 期間▶ 期間

にじいろ

毎年、夏休みに小学生対象で開催していたバックステージツアーを今年はバーチャルで開催します！ 
詳しくは   YouTube「かなやまにじいろ」  で検索！

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

探検！体験！
バックステージツアー2020

4本の動画を全て見てクイズに答えると、抽選でプレゼントが当たるから挑戦してみてね！

◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ クイズに答えて景品をゲットしよう！ ◆ ◆ ◆

そんな「劇場のヒミツ」を　　　　ぼくと一緒に勉強しよう！

日本特殊陶業市民会館ってどんな施設？ 劇場ではどんな仕事をしているの？

劇場の演出にはどんなものがあるの？劇場の裏側ってどうなっているの？

市民会館の歴史や
名前のヒミツがわかる！

普段見られない
ホールの裏側を探検！

専門機材を体験して
気分は劇場スタッフ！

劇場スタッフによる
スペシャル動画！

10月1日（木）～11月30日（月）
▶ 応募方法▶ 応募方法 ホームページ応募フォーム

からご応募ください▶ 対象▶ 対象 小学生

11

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

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

アスナル金山

9 24～～

※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

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
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

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
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　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）

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
     　　　24時間

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
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

6 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

7 ダイニング ラクラス 金山店
金山1-13-18ベルデマーレビル１階
●TEL.052-332-6060
　　　　  17：00～24：00

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

8 金山筋肉ん
金山1-13-8ライズビル1F  ●TEL.052-322-6262
　　　ランチ 11：30～14：30
　　　ディナー 17：30～22：30

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

9 ロンフーダイニング 〔杏仁豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00 杏仁豆腐無料

10 上海湯包小館 〔カジュアルチャイニーズレストラン〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-1512
　　　　  11:00～23:00

ソフトドリンク
1杯無料

11 とんかつマ・メゾン 〔とんかつ〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-2370
　　　　  11:00～22:00

ドリンクサービス
（アップル、アイスコーヒー、グレープ、
グラスビール、オレンジ、カルピス）

12 焼酎・黒豚 芋蔵 BAR GIRI 〔九州料理と焼酎BAR〕
アスナル金山1F　●TEL.052-322-3300
　　　[平日] 11:00～15:00/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

10％OFF

不定休

月曜定休

日曜定休

年中無休

年中無休

年中無休

月曜定休

日曜定休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業 24 ファストネイル 〔ネイルサロン〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-1139
　　　　  10:00～21:00

ジェルネイル500円OFF
(他クーポン・割引との併用は不可。
ジェルネイル塗布メニューのみ割引対象となります)

元日休業

23 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

22 ミカヅキモモコ 〔300円ショップ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-331-6889
　　　　  10:00～21:00

アクセサリー全品
5％OFF

元日休業

21 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より
5％OFF

(その他割引と併用不可)

元日休業

20 SALVATORE CUOMO & BAR 〔イタリアン＆バール〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-6765
　　　[平日] 11:00～15:30/17:00～23:30
　　　[土日祝] 11:00～23:30

ドリンク1杯
プレゼント

年中無休

19 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　[平日] 11:00～15:00/16:30～22:00
　　　[土日祝] 11:00～22:00

お食事代総額
10％off

（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

18 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

17 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

16 ELVENCE DEUX 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-7280
　　　　  10:00～21:00

店内商品
10%OFF

元日休業

15 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

元日休業

14 in the closet 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-1102
　　　　  10:00～21:00 10％OFF

元日休業

13 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00

コンタクトレンズ、ケア用品
20％off

元日休業

営業
時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間 営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

営業
時間

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 ]

秋も深まり肌寒い日が増えてくると恋しくなる食べ物、おでん。地域
によって具材や味付け、添える薬味にも違いがあってご当地色豊か
なようです。わが家のおでんは、赤味噌で煮込み七味をかけて食べ、
赤棒(名古屋特有の赤いはんぺん)もマストで入っている超名古屋式
です。見た目は真っ黒ですが甘辛の味付けが堪りません！特に2日
目の中まで味噌がしみ込んだ大根が美味しいんですよ。〔栗木〕
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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

2020.10 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 10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。

（9月18日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

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

※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

10月1日（木） 10月1日（木）

◆ 点検日 10月13日（火）・26日（月） ◆ 点検日 10月5日（月）・19日（月）・26日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2020年（令和2年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 1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 ▶ 2021年（令和3年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年（令和2年） 11月分

来月もお楽しみに！
A オーケストラピット

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え 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。

（9月18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：シチェドリン/ベートーヴェンのハイリゲンシュタットの遺書
　　 ―管弦楽のための交響的断章
　　 ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第2番嬰ハ短調 作品129*
　　 ショスタコーヴィチ：交響曲第9番変ホ長調 作品70
指揮：広上淳一
ヴァイオリン：荒井英治（名フィル首席客演コンサートマスター）*

 ☎ 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483回定期演奏会
<「生誕250年記念 トリビュート・トゥ・
ベートーヴェン」シリーズ/遺書>

◆ 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～D席2,200円ほか

［ 10/9（金）18：45開演、10/10（土）16：00開演 ］

曲名：ドヴォルザーク/スラヴ舞曲第1集 作品46(B.63)より
　　　第8番ト短調，第2番ホ短調
　　　ドヴォルザーク/弦楽のためのセレナードホ長調 作品22(B.52)
　　　ドヴォルザーク/交響曲第8番変ト長調 作品88(B.163)
指揮：鈴木秀美

第74回市民会館名曲シリーズ
<ボヘミアン・クラシックスⅣ>

◆ 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～D席1,600円ほか

［ 10/15（木）18：45開演 ］

ミュージカル「フラッシュダンス」

ミュージカル「フラッシュダンス」

医療安全管理研修会

前進座名古屋公演
『東海道四谷怪談』

金剛山歌劇団2020愛知アンサンブル公演

令和2年度　安全運転管理者法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

来生たかお
Stand Alone 2020
～Acoustic Tracks～

NORIKO BALLET STUDIO
10周年記念フェスティバル

舞台技術講座
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(土)

(日)

(木)

(日)

(月)

(木)

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

エンプレックス
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

愛知県保険医協会
052-832-1345

中日新聞社/前進座
（問）前進座
0120-500-325または0422-49-2633
営業時間 10:00~17:00 日祝土休

金剛山歌劇団愛知公演2020実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

愛知県中警察署
052-241-0110

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
TEL：052-588-4477 
（平日11:00～17:00／土・日・祝日 休業）

NORIKO BALLET STUDIO
052-852-9131

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

S席:12,500円
A席:8,500円

S席:12,500円
A席:8,500円

関係者のみ

全席指定
Ａ席:9,000円
Ｂ席:5,000円
Ｃ席:3,000円

Ｓ指定席:5,000円
Ａ指定席:3,000円
（当日券は500円ＵＰ）

関係者のみ

全席指定:6,800円

2,000円

無料（要事前申込）

［9月18日現在］

12:00～未定
17:00～未定

12:00～未定

14:00～16:00

14:30～17:30

11:00～14:00

14:00～未定
18:30～未定

10:00～16:15

19:00～20:30

17:00～20:00

14:00～17:00

10:00～15:00

仮面ライダーゼロワン　
ファイナルステージ＆
番組キャストトークショー

桂文珍・三遊亭円楽・立川談笑
東西名人落語会

第74回市民会館名曲シリーズ
〈ボヘミアン・クラシックスⅣ〉

伝統芸能　華の舞

山内惠介　デビュー20周年記念リサイタル

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会
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(月)

(水)

(木)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

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）

ＣＢＣテレビ／中日新聞社／
全栄企画株式会社
（問）ＣＢＣテレビ事業部
052-241-8118（平日10時～18時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

全席指定:6,500円

全席指定:4,500円

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

全席指定
一等席:7,000円
二等席:6,000円

全席指定:8,000円

全席指定
4,000円
友の会会員・大学生以下・障碍者
3,800円

10:00～11:30
13:30～15:00
17:00～18:30

13:30～15:30

18:45～20:45

13:30～15:30
17:30～19:30

14:00～16:00
18:30～20:30

18:30～20:30

〈 催事の開催について 〉

［9月18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の名前を募集しています！マスコットキャラクターの名前を募集しています！

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

公式YouTubeチャンネルを
開設します！
公式YouTubeチャンネルを
開設します！

▶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、素敵な名前をぜひご応募ください！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
公式YouTubeチャンネルを開設いたしました！

チャンネル名　〈 かなやまにじいろ 〉
みなさんに楽しんでいただけるようなコンテンツを発信で
きるよう、スタッフ一同勉強中です！ぜひチャンネル登録を
お願いいたします！


