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フォレストホールで
スタインウェイを弾いてみませんか？
参加者募集中！！
世界最高峰のピアノ
【スタインウェイ】。
そのスタインウェイを、2000人を超える収容数をもつフォレストホールで弾いてみませんか？

開 催 日

2020年12月4日
（金）
13：00〜16：00
5日
（土）
10：00〜16：00

参加費

1区分
（1時間） 3,000円

使用楽器

スタインウェイ社製
フルコンサートモデルD-274

利用設備

反響板・基本照明・空調

市民会館・音楽プラザおよびホームページ上な
どで配布しているチラシに必要事項をご記入の
うえ、市民会館管理事務室にご持参いただくか、
応募方法 FAX・郵送・電子メールにてお申込ください。
応募締切：11月20日
（金）
必着
※応募多数の場合は、抽選により参加者を決定します。

kajii 日用品楽器コンサート〜食器は歌う〜

！
YouTube公開中！

10/17
（土）
に音楽プラザで開催しましたコンサートのようすを当
館公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」
にて公開していま
す。茶碗やどんぶり、湯呑みなどを並べたオリジナル楽器
「食琴」
を
メインにした、大人も子供も楽しいコンサート
！ぜひご覧ください♪

公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」
※QRコードを読み込んでいただくか、YouTubeで
「かなやまにじいろ」
と
検索してください。

公開期間：2020年10月19日
（月）
〜11月23日
（月祝）

NijiiroReport
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN

目は心の窓
● 世界中に猛威を振るい続ける新型コロナウイル
スの感染予防対策の一つとして広まったのが
「マ
スクの着用」
。もともと日本ではインフルエンザ流
行期など、その他風邪の予防としてでも、比較的習
慣化していたので大きな違和感を感じている人は
少ないかもしれません。それに比べて、海外ではマ
スク着用が習慣化するまでにかなりの時間を要し
たそうなんですが、なぜなんでしょうか。
● それには表情を読み取る方法の違いが関係して
いるようです。日本人はもともと人の感情を読み
取る際に目元を重視し、
また言葉ではっきり主張す
るよりも本心を声色や態度に込めるそうなんです
が、海外では、相手の目元ではなく口元を重視し気
持ちを読み取ることを得意としているんだそう。
● 確かに、
マスク着用時にコミュニケーションの取
りづらさを感じたことは今のところ一度も無いし、
喜怒哀楽を相手の目元と声色で感じ取っているよ
うな気がします。みなさんはどうですか？
●
「目は口ほどに物を言う」
や
「目は心の窓」
という
言葉が存在するほど、喜怒哀楽が大きく出るのが
目。それを感じることに長けている私たちは、マス
ク着用で表情全てが見えないからこそ、相手の感
情を読み取ることも、自分の感情を解ってもらうこ
とも、今まで以上に慎重に、大切にしていかなけれ
ばいけないことだと改めて思います。[Writer 澤地]

Q

ロベルト
・
アレクサンダー
・
シューマン
〈1810〜1856年〉

ドイツ生まれ。出版業を営む裕福な
家庭で育つ。法律大学に入学した
が、20歳の時に本格的に音楽の道
へ。
ピアニストを目指していたが、過
シューマン
度な練習により指を痛め、作曲家・
評論家を志す。
ピアニスト教師の娘との恋愛を通し
て、数々の名曲を生む。交響曲から合唱曲まで幅
広い分野を作曲した。作曲家としてだけでなく、評
論家としての功績も残し、46歳で生涯を終えた。
代表作

謝肉祭、詩人の恋 など

[ Writer 渡邉 ]

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

なにこれ？
ここどこ？？

クイズ

市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

生きるか、
死ぬか。
それが問題だ。

下の2つの説明文の□には同じ言葉が入ります。それ
は一体何でしょうか？下の3択から選んでください♪

『ハムレット』より

デンマークの悩める王子ハムレットの台詞。
シェイク

スピア劇で一番有名な台詞と言っても過言ではない
でしょう。有名な台詞ですが、生か死かという壮大で哲

学的な問いに正直ピンとくるものはありませんでした

が、
とある著書に動詞を換えてみてはとの提案があり

第1リハーサル室はフォレストホールと□□がほぼ同じで、
フォ
レストホールを利用する場合のリハーサル室として最適です。

ました。

第2リハーサル室はビレッジホールと□□がほぼ同じで、
ビレッ
ジホールを利用する場合のリハーサル室として最適です。

買わざるべきか

□に入る言葉はなに？

❶奥行

❷高さ

❸間口

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]

さっそく自身の行動に当てはめてみると、
「 買うか、
食べるか、食べざるべきか それが

問題だ。」なるほど！どうすべきか揺れる心情を言い表

すのに打って付けな表現ではありませんか。私はよう

やくハムレットがどれほど悩ましかったのかを感じるこ

とができました。

皆様もこの動詞の置き換えを是非お試しください。

遠い存在のハムレットに一歩近づく切っ掛けとなり、物
語が面白くなると思います。

Writer 栗木

〈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11月 末日迄

I1)250ATION
インフォメーション

（10月19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
●

◆ 初日受付日

11月2日
（月）

※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。

▶ フォレストホール、
ビレッジホール
抽 選 会 ／ 午後3時から

会 ／ 午前11時から

▶ 第１・第２リハーサル室
選

抽 選 会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／
（令和3年）2月分
・音楽・舞台芸術団体による使用 ▶ 2021年
（令和2年）12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2020年

会 ／ 午前11時から

受付対象月 ／ 2021年（令和3年）1月分

◆ 点検日

※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。

▶ 第1・第2控室
（単独使用）

受付対象月 ／ 2021年（令和3年）6月分
抽

11月2日
（月）

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）6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年）2月分

▶ 第１・第２会議室、
特別会議室
選

◆ 初日受付日

▶ 合奏場、
大・中リハーサル室

受付対象月 ／ 2021年（令和3年）12月分
抽

名古屋市音楽プラザ
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
●

◆ 点検日

11月4日
（水）
・18日
（水）

11月2日
（月）
・9日
（月）
・16日
（月）
・30日
（月）

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

（10月19日現在）

鑑賞無料 【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】
※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。

開催予定はございません。
《お問合せ》 名古屋市音楽プラザ ☎ 052-331-6041

名古屋フィルハーモニー交響楽団 公演情報
第484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/浪漫〉
［ 11/6（金）18：45開演、11/7
（土）16：00開演 ］

◆会

場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール

◆ チケット： セレクト・プラチナ席12,600円〜D席2,200円

曲名：ワーグナー/歌劇『リエンツィ』序曲
ブルッフ/ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調 作品26*
シューマン/交響曲第4番ニ短調 作品120[1851年改訂版]
《お問合せ》 名フィル・チケットガイド

指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）
ヴァイオリン：三浦文彰*

☎ 052-339-5666（9:00〜17:30／土日祝休）

EVENT G8,'( 2020.11
11月のイベントガイド

※ 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

〈 催事の開催について 〉

●

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

催事案内

［10月19日現在］

)25(67+$//0217+/<,1)250$7,21
日 程

2 (月)

催事名

名古屋市立御幸山中学校

開催時間

音楽会

主催・問い合先

9:30〜15:15

名古屋市立御幸山中学校
052-832-9622

入場料等

関係者のみ

ＦＭ ＡＩＣＨＩ

BUCK-TICK
7

(土)

TOUR2020 ABRACADABRA
ON SCREEN

13:00〜未定
18:00〜未定

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

全席指定:4,500円

052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

8 (日)

MICHIYA HARUHATA LIVE
AROUND 2020 Promised Land

サンデーフォークプロモーション
17:00〜未定

052-320-9100

中京テレビ放送

15 (日)

HARA”新感覚” Magic Show2020
~Miracle~

全席指定:9,500円

URL：www.sundayfolk.com

（問）
中京テレビ事業
17:00〜18:30

052-588-4477
10:00〜17:00
(土日祝日休業)

全席指定
大人:5,500円
こども
（3歳〜小学生）:2,500円
動画配信チケット:1,000円

12:30〜13:45

23 (月・祝)

15:10〜16:25

しまじろうコンサート

17:50〜19:10

しまじろうとふゆのおうじょさま
24

11:00〜12:15

(火)

27 (金)

28 (土)
29 (日)

ベネッセコーポレーション
（問）
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

全席指定:3,580円
（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

14:00〜15:20

栄光学園

幼稚園まつり

Hiromi Go Concert Tour
2020-2021“The Golden Hits”

facebook で

9:00〜13:00

17:30〜未定

052-623-1551

15:00〜未定

関係者のみ

サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

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。

学校法人栄光学園

全席指定:8,000円

URL：www.sundayfolk.com

▶ 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

NAGOYA CITIZENSʼ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

〈 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。

催事案内

［10月19日現在］

9,//$*(+$//0217+/<,1)250$7,21
日 程

22 (日)

催事名

開催時間

Aloha Nui Loa Hoike 2020

13:30〜17:40

主催・問い合先

入場料等

アロハ ヌイ ロア

1,000円

090-4858-3750
エスエフオペレーション

23 (月・祝)

indigo la End ONEMAN TOUR

16:00〜未定

2020-2021「夜警」

19:00〜未定

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

全席指定:7,000円

052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com
愛知労働局

24

(火)

リスクアセスメント推進大会2020あいち

13:30〜15:15

入場自由

（問）愛知労働局 労働基準部 安全課

（要参加票）

052-972-0255

入会金:3,100円 会費:2,800円

30 (月)

名演11月例会

18:30〜21:15

劇団青年座「横濱短篇ホテル」

・29歳以下

名古屋演劇鑑賞会

入会金:2,300円 会費:2,000円

052-932-3739

・高校生以下
入会金:1,600円 会費:1,300円

クイズに答えてプレゼントを当てよう！ 探検！体験！バックステージツアー開催中♪
♪
「劇場の裏側ってどうなっているの？」
そんな劇場のヒミツがわかる4つの動画
を全て見てクイズに答えると抽選でステキ
な景品をプレゼントします。

1

▶

期 間 開催中

〜11月30日
（月）
▶ 対 象 小学生

2

市民会館の歴史や
名前のヒミツがわかる！

A

なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え

▶

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

3

普段見られない
ホールの裏側を探検！

❸

来月もお楽しみに！

間

4

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！

口
〈全店共通クーポン券〉

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
※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。
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クーポン利用可能店舗一覧
※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

サンモリッツ 市民会館店

1

不定休

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

ランチ50円引き
※11:00〜15:00

サンモリッツ 金山音楽プラザ店

2

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

月曜定休

ランチ50円引き
※11:00〜14:00

東桜パクチー 金山店

3

日曜定休

●TEL.052-331-5892

金山2-1-1
営業 11：30〜14：00
時間 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）

ファミリーマート 名古屋金山二丁目店

4

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

焼肉じゃんじゃん 亭 金山店

5

年中無休

金山2-16-12 ●TEL.052-339-3671
営業 [平日] 17：00〜24：00
時間 [土日祝] 16：00〜24：00

10％OFF

とん焼き 串カツ あたり屋

6

年中無休

金山1-13-7 ヒノデビル1階 ●TEL.052-331-5626
営業 [平日] 17：00〜24：00
時間 [土日] 16：00〜24：00

串カツ1本100円を

50円

ダイニング ラクラス 金山店

7

月曜定休

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

グラス生ビール

１杯サービス

※食事注文の方に限る

金山筋肉ん

8

日曜定休

金山1-13-8ライズビル1F ●TEL.052-322-6262
営業 ランチ 11：30〜14：30
時間 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

ロンフーダイニング〔杏仁豆腐、チャーハン、担々麺〕

9

アスナル金山1F
営業時間

10

営業時間

とんかつマ・メゾン〔とんかつ〕

営業時間

12

元日休業

ソフトドリンク
1杯無料

●TEL.052-339-1512

11:00〜23:00

アスナル金山1F

元日休業

杏仁豆腐無料

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

11

●TEL.052-339-5586

10:45〜23:00

元日休業

ドリンクサービス

●TEL.052-332-2370

（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）

11:00〜22:00

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
営業 [平日] 11:00〜15:00/17:00〜23:30
時間 [土日祝] 11:00〜23:30

元日休業

10％OFF

11
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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 ]
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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
［ WEB SITE ］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
発行・編集

日本特殊陶業市民会館

7

4
6

13

金山

金山

Menicon Miru〔コンタクトレンズ〕

アスナル金山2F ●TEL.052-331-0508
営業時間 10:00〜21:00

14

5

8

9 〜 24
金山新橋南

3

日本特殊陶業市民会館前

1

アスナル金山

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。

2

古沢公園

大津通

伏見通
19

名古屋市音楽プラザ

元日休業

コンタクトレンズ、ケア用品

20％oﬀ

in the closet〔レディスファッション〕

元日休業

アスナル金山2F ●TEL.052-331-1102

10％OFF

営業時間 10:00〜21:00

15

メイリールー〔レディスファッション〕

元日休業

レディスアパレル

アスナル金山2F ●TEL.052-324-8870
営業時間 10:00〜21:00

16

全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

ELVENCE DEUX〔レディスファッション〕

元日休業

アスナル金山2F ●TEL.052-324-7280

店内商品

10%OFF

営業時間 10:00〜21:00

17

CHEESE&DORIA.sweets〔ドリア、スイーツ〕

アスナル金山2F ●TEL.052-339-1309
営業時間 11:00〜22:00

18

営業時間 11:00〜22:00

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
営業 [平日] 11:00〜15:00/16:30〜22:00
時間 [土日祝] 11:00〜22:00

20

ドリンク1杯無料

元日休業

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

お食事代総額

10％oﬀ

（現金のみ・他サービス併用不可）

SALVATORE CUOMO & BAR〔イタリアン＆バール〕

アスナル金山2F ●TEL.052-324-6765
営業 [平日] 11:00〜15:30/17:00〜23:30
時間 [土日祝] 11:00〜23:30

21

オーダー時に提示いただくと

FARMER'S KITCHEN〔グリル料理と紅茶〕

アスナル金山2F ●TEL.052-684-5309

元日休業

総額より

アスナル金山3F ●TEL.052-332-4555

22

営業時間 10:00〜21:00

23

元日休業

アクセサリー全品

5％OFF

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
営業時間 10:00〜21:00

24

5％OFF

(その他割引と併用不可)

ミカヅキモモコ〔300円ショップ〕

アスナル金山3F ●TEL.052-331-6889

ファストネイル〔ネイルサロン〕

アスナル金山3F

●TEL.052-332-1139

営業時間 10:00〜21:00

編集
後記

年中無休

ドリンク1杯
プレゼント

Zoﬀ〔メガネ、サングラス〕

営業時間 10:00〜21:00

元日休業

元日休業

10％OFF
元日休業

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)

今年もあと2か月で終わりますが、いかがお過ごしでしょうか。先
日、約10か月ぶりに友達に会いました。今年は新型コロナウイルス
の流行で、友達と会うこともなかなかできず、リモートでしか会えな
い日々が続きましたが、久しぶりの再会で楽しい時間を過ごせまし
た。だいぶ、遅めですが誕生日プレゼントをもらい、開けてみると「飲
むお酢」と「バスソルト」などの美容グッズでした♪リフレッシュし
て、仕事もさらに頑張れそうです！〔迫田〕

