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謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、
より良い年になりますことを
心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がけて
参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、
どうぞ宜しくお願い致します。

にじいろ 723,&6

防災・減災コンサート参加者募集！
1月15日（金）から参加募集開始！
！

毎年恒例の「防災・減災コンサート」。昨年の3月は新型コロナウイルス感染拡大の影響で
中止となりましたが、今年は感染対策をしっかりと取りながら開催することを決定しました！
いざという時に備えて、一緒に学びましょう！ご応募お待ちしております！

▶日時 2021年3月11日（木）開場12：00/開演13：00
▶場所 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

▶定員 500名

※参加無料、要事前応募制

リリーエンゼルス
フレッシュ・アイリス ポッカレモン消防音楽隊、
▶出演 愛知県警察音楽隊、
《開催内容》
愛知県警察音楽隊、
フレッシュ・アイリスとポッカレモン消防音楽隊、
リリーエンゼルスによる演奏と演技
● 中保健センター 日髙橘子氏 講話
「東日本大震災の派遣体験から伝えたいこと」
● 中警察署・中消防署による防災講話
● シェイクアウト訓練、
ホール暗闇体験
●

応募方法

①〜④の項目をご記入のうえ、往復はがきまたは電子メールにてお申込ください。
①氏名 ②住所 ③電話番号（日中連絡の取れる番号 ④ご希望人数（1名or2名）

応 募 先

〒460-0022 名古屋市中区金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館「防災・減災コンサート」係
電子メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

応募期間

1月15日
（金）〜2月20日
（土）
※必着

※1応募につき2名まで ※応募多数の場合は抽選となります。 ※締切後一週間以内に返信ハガキを発送またはメールにてご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。 ※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

NijiiroReport
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN

いと、をかし。
●数年前ではありますが、
奈良吉野のお寺の秘仏ご
開帳に行った時のことです。お寺周辺の宿泊者限定
の夜間特別拝観があると聞き、
思い切って奮発し、
宿
を取り参拝しました。
●山間の空気が澄んだ夜、
ほら貝の音を合図に本堂
へ誘導されます。期待を膨らませお堂に入ってはみた
ものの足元が確認できる程度の照明が最小限にある
のみで、
少しもご本尊の姿は見えません。修験道のお
寺なだけに、
もしかして
「修行して心の目で見よ。」
と
いう次第なのでは？と心もとない気持ちになってきま
す。すると鈴の音と共に声明(仏典に節をつけた歌、
ご
詠歌)が始まり、
厳かな歌声が響きわたる中、
一気に
灯りがともされ、見上げるほどの大きな三体のご本
尊が暗闇から浮かび出たのです！拝観者からはワッと
歓声が上がりました。
●見事な演出に心はもう鷲掴み！その後に聞く説法
は、
なんだか大変有難く感じたのです。そして、
ふと思
い出したのが枕草紙。
「説法の講師は顔が良くなくて
は」
「良いポジション取るために朝露と一緒に起きた
わ」
などと、
説法会をまるでアイドルのコンサートのよ
うに語るのを読んで
「平安時代はよほど他に娯楽が無
かったのね。理解できないかも。」
と感じていました。
だけど今では
「分かるわ〜。いと、
をかし。(とっても素
[Writer 栗木]
敵よね)」
と心から賛同できます。

Q

ピョートル・
イリイチ・
チャイコフスキー
〈1840〜1893年〉

ロシア生まれ。法律学校に入学し、
卒業後は法務省に就職。
その後、ペ
テルブルグ音楽院に入り、1年後に
は法務省を退職して音楽に専念。卒
チャイコフスキー
業後はモスクワ音楽院で音楽教師
をしながら作品を書くが、作曲に専念するため教師
を辞職。
その後は、各地を転々としながら作曲活動
等を行う。バレエ音楽など、幅広いジャンルで多く
の大作を残し53歳で生涯を終えた。
代表作

くるみ割り人形、白鳥の湖 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

市民会館には、
様々な部署で働くスタッフがたくさんい
ます。
舞台、
受付、
警備、
設備、
清掃のスタッフは合わせて
何人いるでしょうか？下の3択からお選びください！！

もし一年中がお祭り日だったら、
遊びも仕事同様、
退屈なものになる。
『ヘンリー四世第一部』より

ヘンリー四世の息子ハル王子は、王の心配をよそに
仲間たちと毎日のように酒を飲んでは悪ふざけをして
遊び呆けている。そんなハル王子の独白の一部。
「世
間は立派な君主を待ち望むが、俺のような放蕩三昧の

市民会館スタッフの人数は？

❶
❷
❸

ヒント

約20人
約60人
約100人
受付スタッフだけで13人います！！

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]

王子が豹変すれば、皆の驚きや喜びも大きいだろう。
お祭り日も稀であるからこそ有難いのだ。君主も同様
だ。」
という内容。
やりたい放題のハル王子が自らを人々に求められ
ている君主とするなんて、
「お前が言うか！」
とおもわず
突っ込みたくなります。
しかしながら王座に就くと行い
は一変！遊び仲間をバッサリと切り捨て、有言実行とば
かりに名君へと生まれ変わるのです。その二面性がハ
ル王子の魅力、いわゆるギャップ萌えといったところで
しょうか。

〈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/2021年1月 末日迄

Writer 栗木
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（12月15日現在）

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館
お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
・通 常／9：00〜21：00 ・施設点検日／9：00〜17：30
●

◆ 初日受付日

1月5日
（火）

※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

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
●

◆ 初日受付日

※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。

▶ 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）8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年）4月分

受付対象月 ／ 202２年（令和４年）2月分

▶ 第１・第２会議室、
特別会議室
抽

選

会 ／ 午前11時から

▶ 第1・第2控室
（単独使用）

受付対象月 ／ 2021年（令和3年）8月分

▶ 第１・第２リハーサル室
抽

選

抽 選 会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／
（令和3年）4月分
・音楽・舞台芸術団体による使用 ▶ 2021年
（令和3年）2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年

会 ／ 午前11時から

受付対象月 ／ 2021年（令和3年）3月分

◆ 点検日
◆ 休館日

1月5日
（火）

1月4日
（月）
・18日
（月）
2020（令和2）年12月29日
（火）〜
2021（令和3）年1月3日
（日）

◆ 点検日
◆ 休館日

1月4日
（月）
・18日
（月）
・25日
（月）
2020
（令和2）
年12月29日
（火）
〜
2021
（令和3）
年1月3日
（日）

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

（12月15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75回市民会館名曲シリーズ
＜ボヘミアン・クラシックスⅤ＞
［ 1/15（金）18：45開演 ］
◆会

場 ： 日本特殊陶業市民会館フォレストホール

◆ チケット： プラチナ席7,900円〜D席1,600円

曲名：ドヴォルザーク/ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品53
（B.108）
*
ドヴォルザーク/交響曲第7番二短調 作品70（B.141）
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）
ヴァイオリン：金川真弓*

<

第486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/変容

［ 1/22（金）18：45開演、1/23
（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：ベートーヴェン/ピアノ協奏曲ニ長調 作品61a*
[作曲者編/原曲ヴァイオリン協奏曲]
パヌフニク/カティンの墓碑銘
ルトスワフスキ/管弦楽のための協奏曲
指揮：尾高忠明
ピアノ：北村朋幹*

《お問合せ》 名フィル・チケットガイド ☎ 052-339-5666（9:00〜17:30／土日祝休）

EVENT G8,'( 2021.1
1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

〈 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

［12月15日現在］
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日 程

9 （土）

催事名

爆笑!お笑いエンタメライブ in 名古屋

開催時間

主催・問い合先

11:30〜13:30
15:00〜17:00

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時〜18時)

入場料等

全席指定:4,000円
（当日券500円アップ）

プラチナ席:7,900円
S席:5,200円

第75回市民会館名曲シリーズ
15（金）
〈ボヘミアン・クラシックスⅤ〉

18:45〜20:45

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

A席:4,200円

（問）名フィル・チケットガイド

B席:3,200円

052-339-5666

C席:2,200円

(9:00〜17:30土日祝休）

D席:1,600円
Y席:1,000円
（25歳以下対象）
を含む
当日券の販売は未定です。

22（金）

劇団飛行船「桃太郎」

劇団飛行船

13:30〜15:10

03-4500-6810

全席指定
S席:2,500円
A席:2,000円

15:30〜未定

30（土）

31（日）

10:40〜12:10

Hello! Project 2021 Winter
〜STEP BY STEP〜

19:00〜未定

サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

15:30〜未定

着席指定席:6,500円

URL：www.sundayfolk.com

19:00〜未定

facebook で

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。

▶ 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

催事案内

［12月15日現在］
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日 程

催事名

開催時間

主催・問い合先

入場料等

（主催）
熱田区成人式実行委員会
（問）
名古屋市熱田区役所地域力推進室

11（月・祝）

令和3年熱田区成人式

10:20〜11:30

新成人ご本人様のみ入場可

052-683-9425

（無料）

(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000124494.html

12（火）

華ゴールデンコンサート

12:30〜17:45

オフィス名東企画

全席指定:5,000円

090-3550-2477

全席指定
名古屋市文化振興事業団チケットガイド

13（水）

春風亭小朝

新春独演会

13:00〜15:00

（平日9：00〜17：00）
TEL 052-249-9387

一般:3,000円
（障がい者手帳等をお持ちの方、
大学生以下は1割引き）
友の会会員:1,800円

16（土）

19:00〜21:00

イリュージョニストDAIKI

（問）
メ〜テレ事業

with TEAMパフォーマンスラボ
17（日）

22（金）

WIZARD OF CIRCUS 〜SNOWLAND〜

令和2年度

昭和保育園

メ〜テレ/メ〜テレ事業

生活発表会

大人:5,000円

052-331-9966
13:30〜15:30

17:15〜19:45

全席指定

（祝日を除く月-金10:00〜18:00）

昭和保育園

こども(3歳〜小学6年生):3,000円

関係者のみ

052-881-9756

キョード―東海

23（土）

26時のマスカレイド スペシャルライブ
〜ニジマスアドベンチャー〜

16:00〜未定

052-972-7466

Sチケット(DVD付):10,000円

19:30〜未定

http://www.kyodotokai.co.jp

指定席:5,000円

月〜土 10:00〜19:00

27（水）

入会金:3,100円 会費:2,800円

18:30〜21:15
名古屋演劇鑑賞会

名演1月例会青年劇場
「キネマの神様」
13:30〜16:15

28（木）

052-932-3739

18:30〜21:15

・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

11:30〜13:20

30（土）
第一楽器主催

16:20〜18:15

ヤマハ音楽教室

ミュージックアンサンブルコンサート
31（日）

11:30〜13:20

株式会社第一楽器
052-803-2515

無料
（入場自由）

16:20〜18:15

A

なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え

❷

来月もお楽しみに！

約60人
〈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。

19

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

月曜定休

金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
●TEL.052-212-8124
営業時間 9：30〜17：00

ランチ50円引き
※11:00〜14:00

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

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

2021
VOL.

57

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

10％OFF

1

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ [ 月刊情報紙 ]

1$*2<$&,7,=(16·$8',725,80 1$*2<$&,7<086,&3/$=$
0217+/<,1)250$7,210$*$=,1(

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

ドリンク1杯無料

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

元日休業

オーダー時に提示いただくと

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

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

Zoﬀ〔メガネ、サングラス〕

元日休業

総額より

5％OFF

営業時間 10:00〜21:00

(その他割引と併用不可)

ミカヅキモモコ〔300円ショップ〕

元日休業

アスナル金山3F ●TEL.052-331-6889

アクセサリー全品

5％OFF

営業時間 10:00〜21:00

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

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

元日休業

10％OFF

営業時間 10:00〜21:00

24

年中無休

ドリンク1杯
プレゼント

アスナル金山3F ●TEL.052-332-4555

22

元日休業

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)

年の初めに届く年賀状。これを書いているのは12月中旬。直接会っ
て話せない日々が続き、帰省もしづらい状況ということもあり、年賀
状のやり取りが増えるのではといわれています。みなさんはどうで
したか？私も昨今はメールで済ませていましたが、久しぶりに年賀
状を出してみようかなと思っています。2021年は直接会って話そ
うね！という気持ちが伝わりますように。

〔澤地〕

