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●気が付けば2020年も残り1ヶ月となりました。大晦
日に食べるものといえば「年越しそば」。最近は食べ
ない方も多くいると聞きますが、年越しそばには多く
の意味が込められていることを知っていますか？
●そばは細く長く伸びることから「寿命を延ばす」と
いう願いを込めた説や、切れやすいことから「一年の
苦労や厄災をさっぱり絶って新年を迎える」という願
いを込めた説など、諸説紛々さまざまな願いが込め
られています。なんとなく慣例で毎年紅白を見なが
ら食べていましたが、こんな意味があるんですね。
●さて、みなさんにとって、今年はどんな一年でした
か？2020年は、とにかくコロナ禍の一年でした。昨年
末に発生したウイルスが、まさかこんなことになるな
んて想像できていた方は少ないのではないかと思
います。市民会館・音楽プラザも一時休館になりまし
たし、再開館後も感染対策を行いながらとなり、今ま
で通りとは全くもって言えない状態です。来る2021
年は、マスク無しで直接会話が出来たり、気軽に外出
して美味しいものを食べたり、それから満席の客席
でコンサートや演劇などを鑑賞出来る世界になりま
すように。そんな願いを込めながら、年越しそばをい
ただきたいと思います。みなさまも、よいお年をお迎
えください。

　ローマの武将ジュリアス・シーザーがポンペイでの
戦いに勝利し王位を手にしつつある中、シーザーによ
る共和制の崩壊を危惧する反対派は暗殺の機をうか
がっている。反対派の首謀者キャシアスは民に人気の
あるブルータスを仲間に引き入れようとして、「シー
ザーに従っている限り、シーザーが独裁者になろうと
するのを阻むことはできない。」と唆します。
　ブルータスはシーザーに恩義はあれど恨みなど全
く無く、ただローマの行く末だけを純粋に案じている。
高潔な人物であるブルータスにとって、キャシアスが
ほのめかす「ローマが危うい状況にあるのは、星や運
命のせいではなく自分たち自身にある。」の言葉は、さ
ぞかし心を揺れ動かしたことでしょう。民のためにと遂
にはシーザー暗殺に加担してしまいます。

運命を握るのは星ではなく、
自分自身だ。

『ジュリアス・シーザー』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

年末の風物詩

[Writer 澤地]

フランツ・ペーター・
シューベルト
〈1797～1828年〉
オーストリア生まれ。600以上の歌
曲を残し、‘歌曲の王’と呼ばれる。
11歳の時、聖歌隊の一員となり同
時に寄宿制神学校へ入学。変声期
により学校を去った後は、教師をし

ながら作曲活動を続けた。3年後、作曲に専念でき
る環境を得たため辞職。その後も、友人に支えられ
ながら交響曲、管弦楽曲など様々な分野にわたっ
て数々の作品を残し、31歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 アヴェ・マリア、魔王 など

シューベルト

にじいろ

今回のにじいろでは、市民会館・音楽プラザの公式ＳＮＳアカウントを紹介するよ！
いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします★

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

にじいろとんねる
かなやまのとびら
かなやまにじいろ

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]

10月1日に、日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラ
ザ公式YouTubeチャンネルが開設されました！この
公式チャンネル名は何でしょうか？ぜひ、動画をご覧
ください！！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

公式チャンネルの名前は？公式チャンネルの名前は？

※マスク着用や密集・密接を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策への
　ご協力をお願いいたします。

10月に公式YouTubeチャンネルを立
ち上げ、劇場のヒミツがわかるツアー動
画を公開中！ぼくも出演してるよ♪他に
も楽しい動画を制作中。お楽しみに～！

冬の風物詩。イルミネーションを今年も開催します。新型コロ
ナウイルスの収束への願いも込めて、金山の夜を鮮やかに彩
ります。ぜひお立ち寄りください。

毎月の市民会館・音楽プラザの点検日
や初日抽選日等のご案内はもちろん、
主催イベントの開催情報などをいち早
くお知らせしているよ！

※写真は昨年の様子開催期間（予定）：2020年12月18日（金）～2021年2月14日（日）
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サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。

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
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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 ]

街中で、クリスマスソングを耳にする季節となりました☆色々な場
所でクリスマスをモチーフとした装飾がなされ、見るだけで楽しい
気持ちにさせてくれます。今年は雪が降って、ホワイトクリスマスに
なってくれるといいなっとかすかな望みを抱いております笑♪そし
て、25日を過ぎると一気に年末気分へ。あっという間に2020年が終
わってしまうという悲しい現実。。。大掃除をして、スッキリとした気
持ちで新年（2021年）を迎えましょう(＾＾)/　　　　　　　〔渡邉〕
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サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。
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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 ]

街中で、クリスマスソングを耳にする季節となりました☆色々な場
所でクリスマスをモチーフとした装飾がなされ、見るだけで楽しい
気持ちにさせてくれます。今年は雪が降って、ホワイトクリスマスに
なってくれるといいなっとかすかな望みを抱いております笑♪そし
て、25日を過ぎると一気に年末気分へ。あっという間に2020年が終
わってしまうという悲しい現実。。。大掃除をして、スッキリとした気
持ちで新年（2021年）を迎えましょう(＾＾)/　　　　　　　〔渡邉〕
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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12月末日迄
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●気が付けば2020年も残り1ヶ月となりました。大晦
日に食べるものといえば「年越しそば」。最近は食べ
ない方も多くいると聞きますが、年越しそばには多く
の意味が込められていることを知っていますか？
●そばは細く長く伸びることから「寿命を延ばす」と
いう願いを込めた説や、切れやすいことから「一年の
苦労や厄災をさっぱり絶って新年を迎える」という願
いを込めた説など、諸説紛々さまざまな願いが込め
られています。なんとなく慣例で毎年紅白を見なが
ら食べていましたが、こんな意味があるんですね。
●さて、みなさんにとって、今年はどんな一年でした
か？2020年は、とにかくコロナ禍の一年でした。昨年
末に発生したウイルスが、まさかこんなことになるな
んて想像できていた方は少ないのではないかと思
います。市民会館・音楽プラザも一時休館になりまし
たし、再開館後も感染対策を行いながらとなり、今ま
で通りとは全くもって言えない状態です。来る2021
年は、マスク無しで直接会話が出来たり、気軽に外出
して美味しいものを食べたり、それから満席の客席
でコンサートや演劇などを鑑賞出来る世界になりま
すように。そんな願いを込めながら、年越しそばをい
ただきたいと思います。みなさまも、よいお年をお迎
えください。

　ローマの武将ジュリアス・シーザーがポンペイでの
戦いに勝利し王位を手にしつつある中、シーザーによ
る共和制の崩壊を危惧する反対派は暗殺の機をうか
がっている。反対派の首謀者キャシアスは民に人気の
あるブルータスを仲間に引き入れようとして、「シー
ザーに従っている限り、シーザーが独裁者になろうと
するのを阻むことはできない。」と唆します。
　ブルータスはシーザーに恩義はあれど恨みなど全
く無く、ただローマの行く末だけを純粋に案じている。
高潔な人物であるブルータスにとって、キャシアスが
ほのめかす「ローマが危うい状況にあるのは、星や運
命のせいではなく自分たち自身にある。」の言葉は、さ
ぞかし心を揺れ動かしたことでしょう。民のためにと遂
にはシーザー暗殺に加担してしまいます。

運命を握るのは星ではなく、
自分自身だ。

『ジュリアス・シーザー』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

年末の風物詩

[Writer 澤地]

フランツ・ペーター・
シューベルト
〈1797～1828年〉
オーストリア生まれ。600以上の歌
曲を残し、‘歌曲の王’と呼ばれる。
11歳の時、聖歌隊の一員となり同
時に寄宿制神学校へ入学。変声期
により学校を去った後は、教師をし

ながら作曲活動を続けた。3年後、作曲に専念でき
る環境を得たため辞職。その後も、友人に支えられ
ながら交響曲、管弦楽曲など様々な分野にわたっ
て数々の作品を残し、31歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 アヴェ・マリア、魔王 など

シューベルト

にじいろ

今回のにじいろでは、市民会館・音楽プラザの公式ＳＮＳアカウントを紹介するよ！
いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします★

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

にじいろとんねる
かなやまのとびら
かなやまにじいろ

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]

10月1日に、日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラ
ザ公式YouTubeチャンネルが開設されました！この
公式チャンネル名は何でしょうか？ぜひ、動画をご覧
ください！！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

公式チャンネルの名前は？公式チャンネルの名前は？

※マスク着用や密集・密接を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策への
　ご協力をお願いいたします。

10月に公式YouTubeチャンネルを立
ち上げ、劇場のヒミツがわかるツアー動
画を公開中！ぼくも出演してるよ♪他に
も楽しい動画を制作中。お楽しみに～！

冬の風物詩。イルミネーションを今年も開催します。新型コロ
ナウイルスの収束への願いも込めて、金山の夜を鮮やかに彩
ります。ぜひお立ち寄りください。

毎月の市民会館・音楽プラザの点検日
や初日抽選日等のご案内はもちろん、
主催イベントの開催情報などをいち早
くお知らせしているよ！

※写真は昨年の様子開催期間（予定）：2020年12月18日（金）～2021年2月14日（日）
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サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。

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
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営業時間 営業時間
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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 ]

街中で、クリスマスソングを耳にする季節となりました☆色々な場
所でクリスマスをモチーフとした装飾がなされ、見るだけで楽しい
気持ちにさせてくれます。今年は雪が降って、ホワイトクリスマスに
なってくれるといいなっとかすかな望みを抱いております笑♪そし
て、25日を過ぎると一気に年末気分へ。あっという間に2020年が終
わってしまうという悲しい現実。。。大掃除をして、スッキリとした気
持ちで新年（2021年）を迎えましょう(＾＾)/　　　　　　　〔渡邉〕
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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12月末日迄
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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

●気が付けば2020年も残り1ヶ月となりました。大晦
日に食べるものといえば「年越しそば」。最近は食べ
ない方も多くいると聞きますが、年越しそばには多く
の意味が込められていることを知っていますか？
●そばは細く長く伸びることから「寿命を延ばす」と
いう願いを込めた説や、切れやすいことから「一年の
苦労や厄災をさっぱり絶って新年を迎える」という願
いを込めた説など、諸説紛々さまざまな願いが込め
られています。なんとなく慣例で毎年紅白を見なが
ら食べていましたが、こんな意味があるんですね。
●さて、みなさんにとって、今年はどんな一年でした
か？2020年は、とにかくコロナ禍の一年でした。昨年
末に発生したウイルスが、まさかこんなことになるな
んて想像できていた方は少ないのではないかと思
います。市民会館・音楽プラザも一時休館になりまし
たし、再開館後も感染対策を行いながらとなり、今ま
で通りとは全くもって言えない状態です。来る2021
年は、マスク無しで直接会話が出来たり、気軽に外出
して美味しいものを食べたり、それから満席の客席
でコンサートや演劇などを鑑賞出来る世界になりま
すように。そんな願いを込めながら、年越しそばをい
ただきたいと思います。みなさまも、よいお年をお迎
えください。

　ローマの武将ジュリアス・シーザーがポンペイでの
戦いに勝利し王位を手にしつつある中、シーザーによ
る共和制の崩壊を危惧する反対派は暗殺の機をうか
がっている。反対派の首謀者キャシアスは民に人気の
あるブルータスを仲間に引き入れようとして、「シー
ザーに従っている限り、シーザーが独裁者になろうと
するのを阻むことはできない。」と唆します。
　ブルータスはシーザーに恩義はあれど恨みなど全
く無く、ただローマの行く末だけを純粋に案じている。
高潔な人物であるブルータスにとって、キャシアスが
ほのめかす「ローマが危うい状況にあるのは、星や運
命のせいではなく自分たち自身にある。」の言葉は、さ
ぞかし心を揺れ動かしたことでしょう。民のためにと遂
にはシーザー暗殺に加担してしまいます。

運命を握るのは星ではなく、
自分自身だ。

『ジュリアス・シーザー』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

年末の風物詩

[Writer 澤地]

フランツ・ペーター・
シューベルト
〈1797～1828年〉
オーストリア生まれ。600以上の歌
曲を残し、‘歌曲の王’と呼ばれる。
11歳の時、聖歌隊の一員となり同
時に寄宿制神学校へ入学。変声期
により学校を去った後は、教師をし

ながら作曲活動を続けた。3年後、作曲に専念でき
る環境を得たため辞職。その後も、友人に支えられ
ながら交響曲、管弦楽曲など様々な分野にわたっ
て数々の作品を残し、31歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 アヴェ・マリア、魔王 など

シューベルト

にじいろ

今回のにじいろでは、市民会館・音楽プラザの公式ＳＮＳアカウントを紹介するよ！
いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします★

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

にじいろとんねる
かなやまのとびら
かなやまにじいろ

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]

10月1日に、日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラ
ザ公式YouTubeチャンネルが開設されました！この
公式チャンネル名は何でしょうか？ぜひ、動画をご覧
ください！！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

公式チャンネルの名前は？公式チャンネルの名前は？

※マスク着用や密集・密接を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策への
　ご協力をお願いいたします。

10月に公式YouTubeチャンネルを立
ち上げ、劇場のヒミツがわかるツアー動
画を公開中！ぼくも出演してるよ♪他に
も楽しい動画を制作中。お楽しみに～！

冬の風物詩。イルミネーションを今年も開催します。新型コロ
ナウイルスの収束への願いも込めて、金山の夜を鮮やかに彩
ります。ぜひお立ち寄りください。

毎月の市民会館・音楽プラザの点検日
や初日抽選日等のご案内はもちろん、
主催イベントの開催情報などをいち早
くお知らせしているよ！

※写真は昨年の様子開催期間（予定）：2020年12月18日（金）～2021年2月14日（日）

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！
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日本特殊陶業市民会館・
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今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

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

編集
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街中で、クリスマスソングを耳にする季節となりました☆色々な場
所でクリスマスをモチーフとした装飾がなされ、見るだけで楽しい
気持ちにさせてくれます。今年は雪が降って、ホワイトクリスマスに
なってくれるといいなっとかすかな望みを抱いております笑♪そし
て、25日を過ぎると一気に年末気分へ。あっという間に2020年が終
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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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

1

4

8

12

13

14

21

23

24

26

28

(火)

(金)

(火)

(土)

(日)

(月)

(月)

(水)

(木)

(土)

(月)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』
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4

5

10

12

13

15

18

19

24

25

26

27

28

(水)

(金)

(土)

(木)

(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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
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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12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

●気が付けば2020年も残り1ヶ月となりました。大晦
日に食べるものといえば「年越しそば」。最近は食べ
ない方も多くいると聞きますが、年越しそばには多く
の意味が込められていることを知っていますか？
●そばは細く長く伸びることから「寿命を延ばす」と
いう願いを込めた説や、切れやすいことから「一年の
苦労や厄災をさっぱり絶って新年を迎える」という願
いを込めた説など、諸説紛々さまざまな願いが込め
られています。なんとなく慣例で毎年紅白を見なが
ら食べていましたが、こんな意味があるんですね。
●さて、みなさんにとって、今年はどんな一年でした
か？2020年は、とにかくコロナ禍の一年でした。昨年
末に発生したウイルスが、まさかこんなことになるな
んて想像できていた方は少ないのではないかと思
います。市民会館・音楽プラザも一時休館になりまし
たし、再開館後も感染対策を行いながらとなり、今ま
で通りとは全くもって言えない状態です。来る2021
年は、マスク無しで直接会話が出来たり、気軽に外出
して美味しいものを食べたり、それから満席の客席
でコンサートや演劇などを鑑賞出来る世界になりま
すように。そんな願いを込めながら、年越しそばをい
ただきたいと思います。みなさまも、よいお年をお迎
えください。

　ローマの武将ジュリアス・シーザーがポンペイでの
戦いに勝利し王位を手にしつつある中、シーザーによ
る共和制の崩壊を危惧する反対派は暗殺の機をうか
がっている。反対派の首謀者キャシアスは民に人気の
あるブルータスを仲間に引き入れようとして、「シー
ザーに従っている限り、シーザーが独裁者になろうと
するのを阻むことはできない。」と唆します。
　ブルータスはシーザーに恩義はあれど恨みなど全
く無く、ただローマの行く末だけを純粋に案じている。
高潔な人物であるブルータスにとって、キャシアスが
ほのめかす「ローマが危うい状況にあるのは、星や運
命のせいではなく自分たち自身にある。」の言葉は、さ
ぞかし心を揺れ動かしたことでしょう。民のためにと遂
にはシーザー暗殺に加担してしまいます。

運命を握るのは星ではなく、
自分自身だ。

『ジュリアス・シーザー』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

年末の風物詩

[Writer 澤地]

フランツ・ペーター・
シューベルト
〈1797～1828年〉
オーストリア生まれ。600以上の歌
曲を残し、‘歌曲の王’と呼ばれる。
11歳の時、聖歌隊の一員となり同
時に寄宿制神学校へ入学。変声期
により学校を去った後は、教師をし

ながら作曲活動を続けた。3年後、作曲に専念でき
る環境を得たため辞職。その後も、友人に支えられ
ながら交響曲、管弦楽曲など様々な分野にわたっ
て数々の作品を残し、31歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 アヴェ・マリア、魔王 など

シューベルト

にじいろ

今回のにじいろでは、市民会館・音楽プラザの公式ＳＮＳアカウントを紹介するよ！
いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします★

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

にじいろとんねる
かなやまのとびら
かなやまにじいろ

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]

10月1日に、日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラ
ザ公式YouTubeチャンネルが開設されました！この
公式チャンネル名は何でしょうか？ぜひ、動画をご覧
ください！！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

公式チャンネルの名前は？公式チャンネルの名前は？

※マスク着用や密集・密接を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策への
　ご協力をお願いいたします。

10月に公式YouTubeチャンネルを立
ち上げ、劇場のヒミツがわかるツアー動
画を公開中！ぼくも出演してるよ♪他に
も楽しい動画を制作中。お楽しみに～！

冬の風物詩。イルミネーションを今年も開催します。新型コロ
ナウイルスの収束への願いも込めて、金山の夜を鮮やかに彩
ります。ぜひお立ち寄りください。

毎月の市民会館・音楽プラザの点検日
や初日抽選日等のご案内はもちろん、
主催イベントの開催情報などをいち早
くお知らせしているよ！

※写真は昨年の様子開催期間（予定）：2020年12月18日（金）～2021年2月14日（日）

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

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

19
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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 ]

街中で、クリスマスソングを耳にする季節となりました☆色々な場
所でクリスマスをモチーフとした装飾がなされ、見るだけで楽しい
気持ちにさせてくれます。今年は雪が降って、ホワイトクリスマスに
なってくれるといいなっとかすかな望みを抱いております笑♪そし
て、25日を過ぎると一気に年末気分へ。あっという間に2020年が終
わってしまうという悲しい現実。。。大掃除をして、スッキリとした気
持ちで新年（2021年）を迎えましょう(＾＾)/　　　　　　　〔渡邉〕

122020
56VOL.

〈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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部
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4
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14

21

23

24

26

28

(火)

(金)

(火)

(土)

(日)

(月)

(月)

(水)

(木)

(土)

(月)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』
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19

24

25

26

27

28

(水)

(金)

(土)

(木)

(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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

〈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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部
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24
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28

(火)

(金)

(火)

(土)

(日)

(月)

(月)

(水)

(木)

(土)

(月)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』
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(水)

(金)

(土)

(木)

(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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



〈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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部
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(火)

(金)

(火)

(土)

(日)

(月)

(月)

(水)

(木)

(土)

(月)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』
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(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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

〈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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

1

4

8

12

13

14

21

23

24

26

28

(火)

(金)

(火)

(土)

(日)

(月)

(月)

(水)

(木)

(土)

(月)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』
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4

5

10

12

13

15

18

19

24

25

26

27

28

(水)

(金)

(土)

(木)

(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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

〈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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

1

4

8

12

13

14

21

23

24

26

28

(火)

(金)

(火)

(土)

(日)

(月)

(月)

(水)

(木)

(土)

(月)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』

2

4

5

10

12

13

15

18

19

24

25

26

27

28

(水)

(金)

(土)

(木)

(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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
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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12月末日迄
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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

●気が付けば2020年も残り1ヶ月となりました。大晦
日に食べるものといえば「年越しそば」。最近は食べ
ない方も多くいると聞きますが、年越しそばには多く
の意味が込められていることを知っていますか？
●そばは細く長く伸びることから「寿命を延ばす」と
いう願いを込めた説や、切れやすいことから「一年の
苦労や厄災をさっぱり絶って新年を迎える」という願
いを込めた説など、諸説紛々さまざまな願いが込め
られています。なんとなく慣例で毎年紅白を見なが
ら食べていましたが、こんな意味があるんですね。
●さて、みなさんにとって、今年はどんな一年でした
か？2020年は、とにかくコロナ禍の一年でした。昨年
末に発生したウイルスが、まさかこんなことになるな
んて想像できていた方は少ないのではないかと思
います。市民会館・音楽プラザも一時休館になりまし
たし、再開館後も感染対策を行いながらとなり、今ま
で通りとは全くもって言えない状態です。来る2021
年は、マスク無しで直接会話が出来たり、気軽に外出
して美味しいものを食べたり、それから満席の客席
でコンサートや演劇などを鑑賞出来る世界になりま
すように。そんな願いを込めながら、年越しそばをい
ただきたいと思います。みなさまも、よいお年をお迎
えください。

　ローマの武将ジュリアス・シーザーがポンペイでの
戦いに勝利し王位を手にしつつある中、シーザーによ
る共和制の崩壊を危惧する反対派は暗殺の機をうか
がっている。反対派の首謀者キャシアスは民に人気の
あるブルータスを仲間に引き入れようとして、「シー
ザーに従っている限り、シーザーが独裁者になろうと
するのを阻むことはできない。」と唆します。
　ブルータスはシーザーに恩義はあれど恨みなど全
く無く、ただローマの行く末だけを純粋に案じている。
高潔な人物であるブルータスにとって、キャシアスが
ほのめかす「ローマが危うい状況にあるのは、星や運
命のせいではなく自分たち自身にある。」の言葉は、さ
ぞかし心を揺れ動かしたことでしょう。民のためにと遂
にはシーザー暗殺に加担してしまいます。

運命を握るのは星ではなく、
自分自身だ。

『ジュリアス・シーザー』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

年末の風物詩

[Writer 澤地]

フランツ・ペーター・
シューベルト
〈1797～1828年〉
オーストリア生まれ。600以上の歌
曲を残し、‘歌曲の王’と呼ばれる。
11歳の時、聖歌隊の一員となり同
時に寄宿制神学校へ入学。変声期
により学校を去った後は、教師をし

ながら作曲活動を続けた。3年後、作曲に専念でき
る環境を得たため辞職。その後も、友人に支えられ
ながら交響曲、管弦楽曲など様々な分野にわたっ
て数々の作品を残し、31歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 アヴェ・マリア、魔王 など

シューベルト

にじいろ

今回のにじいろでは、市民会館・音楽プラザの公式ＳＮＳアカウントを紹介するよ！
いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします★

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

にじいろとんねる
かなやまのとびら
かなやまにじいろ

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]

10月1日に、日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラ
ザ公式YouTubeチャンネルが開設されました！この
公式チャンネル名は何でしょうか？ぜひ、動画をご覧
ください！！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

公式チャンネルの名前は？公式チャンネルの名前は？

※マスク着用や密集・密接を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策への
　ご協力をお願いいたします。

10月に公式YouTubeチャンネルを立
ち上げ、劇場のヒミツがわかるツアー動
画を公開中！ぼくも出演してるよ♪他に
も楽しい動画を制作中。お楽しみに～！

冬の風物詩。イルミネーションを今年も開催します。新型コロ
ナウイルスの収束への願いも込めて、金山の夜を鮮やかに彩
ります。ぜひお立ち寄りください。

毎月の市民会館・音楽プラザの点検日
や初日抽選日等のご案内はもちろん、
主催イベントの開催情報などをいち早
くお知らせしているよ！

※写真は昨年の様子開催期間（予定）：2020年12月18日（金）～2021年2月14日（日）

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

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

19
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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 ]

街中で、クリスマスソングを耳にする季節となりました☆色々な場
所でクリスマスをモチーフとした装飾がなされ、見るだけで楽しい
気持ちにさせてくれます。今年は雪が降って、ホワイトクリスマスに
なってくれるといいなっとかすかな望みを抱いております笑♪そし
て、25日を過ぎると一気に年末気分へ。あっという間に2020年が終
わってしまうという悲しい現実。。。大掃除をして、スッキリとした気
持ちで新年（2021年）を迎えましょう(＾＾)/　　　　　　　〔渡邉〕

122020
56VOL.

〈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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部
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14

21

23

24

26

28

(火)

(金)

(火)

(土)

(日)

(月)

(月)

(水)

(木)

(土)

(月)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』
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19

24

25

26

27

28

(水)

(金)

(土)

(木)

(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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

〈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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部
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名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』
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名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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
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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12月末日迄
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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

●気が付けば2020年も残り1ヶ月となりました。大晦
日に食べるものといえば「年越しそば」。最近は食べ
ない方も多くいると聞きますが、年越しそばには多く
の意味が込められていることを知っていますか？
●そばは細く長く伸びることから「寿命を延ばす」と
いう願いを込めた説や、切れやすいことから「一年の
苦労や厄災をさっぱり絶って新年を迎える」という願
いを込めた説など、諸説紛々さまざまな願いが込め
られています。なんとなく慣例で毎年紅白を見なが
ら食べていましたが、こんな意味があるんですね。
●さて、みなさんにとって、今年はどんな一年でした
か？2020年は、とにかくコロナ禍の一年でした。昨年
末に発生したウイルスが、まさかこんなことになるな
んて想像できていた方は少ないのではないかと思
います。市民会館・音楽プラザも一時休館になりまし
たし、再開館後も感染対策を行いながらとなり、今ま
で通りとは全くもって言えない状態です。来る2021
年は、マスク無しで直接会話が出来たり、気軽に外出
して美味しいものを食べたり、それから満席の客席
でコンサートや演劇などを鑑賞出来る世界になりま
すように。そんな願いを込めながら、年越しそばをい
ただきたいと思います。みなさまも、よいお年をお迎
えください。

　ローマの武将ジュリアス・シーザーがポンペイでの
戦いに勝利し王位を手にしつつある中、シーザーによ
る共和制の崩壊を危惧する反対派は暗殺の機をうか
がっている。反対派の首謀者キャシアスは民に人気の
あるブルータスを仲間に引き入れようとして、「シー
ザーに従っている限り、シーザーが独裁者になろうと
するのを阻むことはできない。」と唆します。
　ブルータスはシーザーに恩義はあれど恨みなど全
く無く、ただローマの行く末だけを純粋に案じている。
高潔な人物であるブルータスにとって、キャシアスが
ほのめかす「ローマが危うい状況にあるのは、星や運
命のせいではなく自分たち自身にある。」の言葉は、さ
ぞかし心を揺れ動かしたことでしょう。民のためにと遂
にはシーザー暗殺に加担してしまいます。

運命を握るのは星ではなく、
自分自身だ。

『ジュリアス・シーザー』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

年末の風物詩

[Writer 澤地]

フランツ・ペーター・
シューベルト
〈1797～1828年〉
オーストリア生まれ。600以上の歌
曲を残し、‘歌曲の王’と呼ばれる。
11歳の時、聖歌隊の一員となり同
時に寄宿制神学校へ入学。変声期
により学校を去った後は、教師をし

ながら作曲活動を続けた。3年後、作曲に専念でき
る環境を得たため辞職。その後も、友人に支えられ
ながら交響曲、管弦楽曲など様々な分野にわたっ
て数々の作品を残し、31歳で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 アヴェ・マリア、魔王 など

シューベルト

にじいろ

今回のにじいろでは、市民会館・音楽プラザの公式ＳＮＳアカウントを紹介するよ！
いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくお願いします★

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

にじいろとんねる
かなやまのとびら
かなやまにじいろ

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]

10月1日に、日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラ
ザ公式YouTubeチャンネルが開設されました！この
公式チャンネル名は何でしょうか？ぜひ、動画をご覧
ください！！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

公式チャンネルの名前は？公式チャンネルの名前は？

※マスク着用や密集・密接を避けるなど、新型コロナウイルス感染予防対策への
　ご協力をお願いいたします。

10月に公式YouTubeチャンネルを立
ち上げ、劇場のヒミツがわかるツアー動
画を公開中！ぼくも出演してるよ♪他に
も楽しい動画を制作中。お楽しみに～！

冬の風物詩。イルミネーションを今年も開催します。新型コロ
ナウイルスの収束への願いも込めて、金山の夜を鮮やかに彩
ります。ぜひお立ち寄りください。

毎月の市民会館・音楽プラザの点検日
や初日抽選日等のご案内はもちろん、
主催イベントの開催情報などをいち早
くお知らせしているよ！

※写真は昨年の様子開催期間（予定）：2020年12月18日（金）～2021年2月14日（日）

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

日本特殊陶業市民会館・
名古屋市音楽プラザとつながろう！

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

今年も開催！
市民会館イルミネーション

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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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
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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 ]

街中で、クリスマスソングを耳にする季節となりました☆色々な場
所でクリスマスをモチーフとした装飾がなされ、見るだけで楽しい
気持ちにさせてくれます。今年は雪が降って、ホワイトクリスマスに
なってくれるといいなっとかすかな望みを抱いております笑♪そし
て、25日を過ぎると一気に年末気分へ。あっという間に2020年が終
わってしまうという悲しい現実。。。大掃除をして、スッキリとした気
持ちで新年（2021年）を迎えましょう(＾＾)/　　　　　　　〔渡邉〕

122020
56VOL.

〈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

2020.12 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 12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。

（11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

※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

12月1日（火） 12月1日（火）

◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～
2021（令和3）年1月3日（日）

◆ 点検日 12月7日（月）・17日（木） ◆ 点検日 12月7日（月）・21日（月）・28日（月）
◆ 休館日 2020（令和2）年12月29日（火）～

2021（令和3）年1月3日（日）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 1月分

来月もお楽しみに！
A かなやまにじいろ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

（11月19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：シマノフスキ/ヴァイオリン協奏曲第2番 作品61*
　　　ラヴェル/クープランの墓　ほか
指揮：マキシム・パスカル
ヴァイオリン：辻彩奈*

 ☎ 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485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/快活

◆ 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

［ 12/11（金）18：45開演、12/12（土）16：00開演 ］

曲名：ジョン・ウィリアムズ／チューバ協奏曲*
　　 　　　　　　　　　　映画「スターウォーズ組曲」 ほか 
指揮：原田慶太楼
チューバ：林裕人（名フィル奏者）*
司会：有村昆（映画コメンテーター） 18：15よりプレストークあり

クリスマス・スペシャル・コンサート

◆ 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

［ 12/24（木）18：45開演 ］><

名演11月例会
劇団青年座
「横濱短篇ホテル」

日本舞踊内田流　第67回舞踊発表会

立川談春独演会　Ｖｏｌ．１１

逢田梨香子 1st LIVE TOUR 2020-2021
「Curtain raise」

access 2020 LIMITED CONCERT
SYNC-STR

名演例会「マクベス」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

大名古屋らくご祭２０２０
「招福にぎわい競演会」

大名古屋らくご祭２０２０
SWAブレンドストーリー「心をこめて」

越智インターナショナルバレエ
「くるみ割り人形」スペシャル全幕
～33シーズン～

令和元年度　愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部
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14

21

23

24

26

28

(火)

(金)

(火)

(土)

(日)

(月)

(月)

(水)

(木)

(土)

(月)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

日本舞踊内田流
052-853-0246

アスターミュージック
052-931-3621

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

東海テレビ放送
（問）東海テレビ放送　事業部
052-954-1107（平日10：00～18：00）

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488
URL:http://www.ochiballet.com/

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

全席自由席:3,000円
（当日券なし）

木戸銭 4,200円

全席指定:7,800円

S席:14,000円
A席:9,000円

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

関係者のみ

全席指定:4,000円

全席指定:5,000円
（完売）

全席指定（前売・当日共）
A席:4,000円
B席:3,000円

無観客開催

［11月19日現在］

13:30～16:15
18:30～21:15

11:00～18:00

18:30～21:00

15:15～未定
19:00～未定

17:30～未定

15:00～17:45

10:00～16:20

18:30～20:40

14:30～16:30
18:30～20:30

未定

9:25～19:00

創立百周年記念祭

ドレミファフォレスト
～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？～

熱田神宮 全国巡回講演
～神話の魅力と日本人のこころ～
ヤマトタケルノミコトと熱田神宮

市川由紀乃コンサート2020

佐野元春 & THE COYOTE
BAND TOUR 2020
「SAVE IT FOR A SUNNY DAY」

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

令和2年度　安全運転管理者等法定講習会・
道路交通法に基づく法定講習会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「7ひきのこやぎと狼」

第3回ヴィクトワール・
バレエコンペティション名古屋2020冬

ベネッセの英語コンサート　冬公演
WELCOME TO SNOW PARADISE!

劇団四季
ミュージカル『コーラスライン』
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(水)

(金)

(土)

(木)

(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

名古屋工業高等学校
052-871-2681

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

熱田神宮
052-671-0852（9時～16時）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

公益社団法人愛知県安全運転管理協議会
052-883-2110

日本特殊陶業株式会社
（問）日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

ヴィクトワールバレエ企画
（問)ヴィクトワールバレエ企画　事務局
080-1499-4321

ベネッセコーポレーション
（問）英語コンサート事務局　
0570-00-8600

中日新聞社/劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110

関係者のみ

事前応募制
1区分（1時間）＝3,000円

入場無料
事前抽選
※11月20日必着

全席指定:6,000円

全席指定:9,800円

関係者のみ

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席自由:2,000円

全席自由:2,500円

全席指定:3,230円

全席指定
S席:9,900円
A席:6,600円
B席:3,300円

9:00～11:20

13:00～16:00

10:00～16:00

18:30～20:30

14:00～16:00

18:00～未定

10:00～16:20

10:00～16:20

11:00～12:45
14:30～16:15

未定

未定

11:15～12:30
13:45～15:00
16:15～17:35

18:30～20:55

13:30～15:55

［11月19日現在］

〈 催事の開催について 〉 〈 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


