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公式マスコットキャラクターの
名前が決定します！！
昨年9月に誕生し皆さんから名前を募集しておりましたが、ついに決定いたします！
どんな名前かは…ここでは内緒です。2月22日（月）
に公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」
にて発表します！せひご覧くださいね♪♪
皆さん応募ありがとう！どんな名前かお楽しみに♪
プロフィール

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



新型コロナ
ウイルス感染症
拡大防止に向けた

営業時間変更の
お知らせ
1月18日現在

新型コロナウイルス感染拡大防止にむけ発令されました
「緊急事態宣言」
を
受け、日本特殊陶業市民会館と音楽プラザは下記のとおり受付時間を変更
させていただいております。

期

間

窓口受付時間

令和3年
（2021）1月18日
（月）〜 2月7日
（日）

▶ 通常 9：00 〜 20：00 ▶ 施設点検日 9：00 〜 17：30

※上記期間は予告なく延期、変更する場合があります。
※上記期間中、屋外広場イルミネーションは20：00消灯となります。

なお、
市民会館・音楽プラザではメール、
ファックス、郵送での利用申し込みやそ
の他お問合せ等の受付も行っております。詳しくはお電話でお問合せください。
ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力の程、
宜しくお願い致します。

NijiiroReport
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN

世界に誇る日本の技術
●新型コロナウイルスの世界的な拡大により、
昨年
は目をつぶりたくなるニュースばかりでした。そんな
中年末に飛び込んできた嬉しいニュースが
『伝統建
築工匠の技 木造建造物を受け継ぐための伝統技
術』
のユネスコ無形文化遺産登録。
●伝統建築工匠とは？と思い調べますと、
宮大工や左
官職人などが古くから継承してきた漆塗りや、建具
や畳の制作、外装や内装の装飾など17分野の技術
をまとめたものなんだそうです。日本には法隆寺や
日光東照宮、
白川郷の合掌造りなどの世界に誇るた
くさんの木造建築物が残されていますが、
長い間そ
の姿を私たちが目にすることができるのは、
何世紀
にもわたって受け継がれてきた建築技術や修繕技術
があればこそ！なんですね。
●もともと日本の歴史や歴史的な建造物にあまり興
味が無かったのですが、
建築技術や修繕技術を調べ
てみると、
その技術をぜひとも自分の目で見てみた
くなりました。今年も気軽に旅行ができない日々が
続きそうですが、
明けた時には各地の歴史建造物を
見に旅をしたいなと思っています。
●コロナの世界的な拡大により、
他国と日本と差が
良い面でも悪い面でも大きくクローズアップされて
います。そんな今だからこそ、
世界に誇る日本の技術
についてゆっくり勉強してみませんか？ [Writer 澤地]
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ジョアキーノ
・
アントーニオ
・
ロッシーニ
〈1792〜1868年〉

イタリア生まれ。
音楽院に入学し、
18歳
でオペラ作曲家としてデビュー。後に
パリに拠点を移し、
イタリア劇場の音楽
監督に就任する。数々の作品を発表
ロッシーニ
後、
37歳でオペラ作曲家を引退し、
美
食家の道へ。
20年弱の作曲活動期間で39曲ものオ
ペラを作曲した。
引退後は、
高級レストランなどを経営
し、
料理の
「〜ロッシーニ風」
の由来にもなっている。
音
楽と料理を極めた天才は、
76歳で生涯を終えた。
代表作

セビリアの理髪師、
ウィリアム・テル 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

音楽プラザには、世界三大ピアノブランドの1つであ
る、
「ベーゼンドルファー」のグランドピアノがありま
す。どこのお部屋にあるでしょうか？下の3択からお
選びください！

「これぞどん底」
と言えるうちは、
まだどん底ではない。
『リア王』より

伯爵家の跡取り息子のエドガーは、根っからのお坊
ちゃん育ち。異母兄弟の計略によって勘当され貴族の
身分を失い、さらには父親の命を狙う極悪人としてお
尋ね者になってしまいますが、
「どん底の次は上がって
行くしかないさ」
とどこか楽観的。
しかし伯爵の父親が
落ちぶれたうえに失明をした姿を目にして、こぼれ落

どこのお部屋？

❶
❷
❸

合奏場
中リハーサル室
大リハーサル室

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]

ちた台詞。本当にどん底の状況では、人は嘆く言葉を
失ってしまうようです。
昨年から続く長いコロナ禍においては、多くの我慢
を強いられ、つい愚痴を口にしてしまいます。そんな時
にはこの台詞を思い出し、
これ以上最悪な事態になら
ないように、自分でできる マスク・手洗い・ソーシャル
ディスタンスを取る などの感染予防を徹底しようと
気合をいれなおします。
Writer 栗木

〈全店共通クーポン券〉

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
有効期限/2021年2月 末日迄

I1)250ATION
インフォメーション

（1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
※2月7日
（日）
まで受付時間を変更しております。
●

◆ 初日受付日

2月1日
（月）

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

▶ フォレストホール、
ビレッジホール
抽 選 会 ／ 午後3時から

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
※2月7日
（日）
まで受付時間を変更しております。

◆ 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）9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年）5月分

受付対象月 ／ 202２年（令和４年）3月分

▶ 第１・第２会議室、
特別会議室
抽

選

会 ／ 午前11時から

受付対象月 ／ 2021年（令和3年）9月分

▶ 第1・第2控室
（単独使用）

▶ 第１・第２リハーサル室
抽

選

2月1日
（月）

抽 選 会 ／ 午後1時から
受付対象月 ／
（令和3年）5月分
・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

会 ／ 午前11時から

受付対象月 ／ 2021年（令和3年）4月分

◆ 点検日 2月1日
（月）
・8日
（月）
・15日
（月）
〜19日
（金）
・

22日
（月）
・23日
（火祝）

※23日
（火祝）
は夜間17：30より

（月）
・15日
（月）
・22日
（月）
◆ 点検日 2月1日

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート

（1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
姉妹都市名曲コンサート
〜トリノとランスへの旅〜
［ 2/9（火）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6,400円〜B席2,200円

曲名：ロッシーニ/歌劇『ランスへの旅』序曲
プッチーニ/歌劇『ボエーム』より
「冷たい手を」**,
「私の名はミミ」*,「愛らしい乙女よ」*/**
ラヴェル/組曲『マ・メール・ロワ』 ほか
指揮：大井剛史 ソプラノ：谷原めぐみ* テノール：城宏憲**

<

第487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/対話

>

［ 2/19（金）18：45開演、2/20
（土）16：00開演 ］

◆会

場 ： 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

◆ チケット：

曲名：坂田直樹/
拍動する流れー管弦楽のための [委嘱新作・世界初演]
マーラー/交響曲第1番ニ長調『巨人』

※コンポーザー・イン・レジデンス＝坂田直樹が委嘱新作について
語るプレトーク開催！
（19日18：15〜/20日15：30〜）

指揮：川瀬賢太郎（名フィル正指揮者）

《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,'( 2021.2
2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

催事案内

［1月15日現在］
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日 程

催事名

開催時間

主催・問い合先

名古屋市/（公財）
プラチナ席:6,400円
名古屋フィルハーモニー交響楽団
S席:4,200円
（問）名フィル・チケットガイド
A席:3,200円
052-339-5666(9:00〜17:30土日祝休） B席:2,200円

姉妹都市名曲コンサート
〜トリノとランスへの旅〜

18:45〜20:45

13 (土)

第21回動くコンサート
〜ステージマーチングフェスティバル〜

13:30〜15:25

愛知県吹奏楽連盟
090-9025-5672

20 (土)

三山ひろし
笑顔を届けます!コンサート2021

13:30〜15:30

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時〜18時)

23(火・祝)

うたフェスなごや2021

24 (水)

令和2年度
愛知産業大学工業高等学校 予餞会

25 (木)

M-1ツアースペシャル2021 名古屋公演

28 (日)

吉本新喜劇&バラエティーin名古屋

9 (火)

入場料等

1,500円
（当日券200円アップ）

全席指定:6,000円

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

無観客

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

関係者のみ

15:00〜17:00
18:30〜20:30

吉本興業株式会社
052-252-7250

前売:4,500円
当日:5,000円

12:00〜14:00
15:30〜17:30

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時〜18時)

ー

未定

全席指定:5,800円

市民会館・音楽プラザからのお知らせ

防災・減災コンサート 参加者募集中！ ・・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。
状況によっていは開催中止となる場合がございます。その場合はすみやかに

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

開催内容

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。

愛知県警察音楽隊とポッカレモン消防隊による演奏、
防災講話、
シェイクアウト訓練 など

▶ 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

応募方法

応募締切

NAGOYA CITIZENSʼ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

〈 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

9,//$*(+$//0217+/<,1)250$7,21
日 程

25

(木)

28 (日)

催事名

開催時間

キオスク

18:30〜未定

①2021岡田純奈バレエ団附属学園
中川スタジオ発表会
②2021岡田純奈バレエ団附属学園
本山スタジオ発表会

①15:00〜16:45
②17:00〜19:00

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。
②住所

③電話番号

④ご希望人数（1名か2名）

〒460-0022 名古屋市中区金山1-5-1
応募先 日本特殊市民会館
「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

2021年2月20日
（土）※必着

A

入場料等

キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月〜土 10:00〜19:00 (日・祝休)

S席:9,000円
A席:7,000円

岡田純奈バレエ団
052-788-1880

無料（要整理券）

STAY HOMEで
音楽を楽しみませんか？

ご案内いたします。

①氏名

主催・問い合先

［1月15日現在］

なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え

❸ 大リハーサル室

来月もお楽しみに！

毎年音楽プラザで開催しておりましたサロン
コンサートを今回はオンラインで開催。
公式YouTubeチャンネル「かなやまにじい
ろ」
にて公開いたします。
まずは昨年生誕250年を迎えたベートーヴェ
ンをテーマとして周辺の作曲家等にもスポット
を当てた演奏動画をお届けする予定です。
ご自宅でゆっくりとお楽しみください。
【 公開時期 ： 2月〜】

YouTubeにて
「かなやまにじいろ」と検索！
チャンネル登録をしてお待ちください♪

〈全店共通クーポン券〉

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です
※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。
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クーポン利用可能店舗一覧
※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

サンモリッツ 市民会館店

1

不定休

金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
●TEL.052-211-8424
営業時間 9：30〜17：30

ランチ50円引き
※11:00〜15:00

サンモリッツ 金山音楽プラザ店

2

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.

58

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

2

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ [ 月刊情報紙 ]
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指定管理者 ： 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号 TEL.052-331-2141
［ WEB SITE ］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
発行・編集

日本特殊陶業市民会館

7

4
6

13

金山

金山

Menicon Miru〔コンタクトレンズ〕

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

14

5

8

9 〜 24
金山新橋南

3

日本特殊陶業市民会館前

1

アスナル金山

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

2

古沢公園

大津通

伏見通
19

名古屋市音楽プラザ

元日休業

コンタクトレンズ、ケア用品

20％oﬀ

in the closet〔レディスファッション〕

元日休業

アスナル金山2F ●TEL.052-331-1102

10％OFF

営業時間 10:00〜21:00

15

メイリールー〔レディスファッション〕

元日休業

レディスアパレル

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

16

全品5％OFF

（他の割引と併用はできません）

ELVENCE DEUX〔レディスファッション〕

元日休業

アスナル金山2F ●TEL.052-324-7280

店内商品

10%OFF

営業時間 10:00〜21:00

17

CHEESE&DORIA.sweets〔ドリア、スイーツ〕

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

18

営業時間 11:00〜22:00

19

焼肉 スギモト〔焼肉レストラン〕

アスナル金山2F ●TEL.052-339-5571
営業 [平日] 11:00〜15:00/16:30〜22:00
時間 [土日祝] 11:00〜22:00

20

ドリンク1杯無料

元日休業

オーダー時に提示いただくと

ドリンク1杯無料

元日休業

お食事代総額

10％oﬀ

（現金のみ・他サービス併用不可）

SALVATORE CUOMO & BAR〔イタリアン＆バール〕

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

21

オーダー時に提示いただくと

FARMER'S KITCHEN〔グリル料理と紅茶〕

アスナル金山2F ●TEL.052-684-5309

元日休業

総額より

アスナル金山3F ●TEL.052-332-4555

22

営業時間 10:00〜21:00

23

元日休業

アクセサリー全品

5％OFF

ELECOM〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕

アスナル金山3F ●TEL.052-265-5125
営業時間 10:00〜21:00

24

5％OFF

(その他割引と併用不可)

ミカヅキモモコ〔300円ショップ〕

アスナル金山3F ●TEL.052-331-6889

ファストネイル〔ネイルサロン〕

アスナル金山3F

●TEL.052-332-1139

営業時間 10:00〜21:00

編集
後記

年中無休

ドリンク1杯
プレゼント

Zoﬀ〔メガネ、サングラス〕

営業時間 10:00〜21:00

元日休業

元日休業

10％OFF
元日休業

ジェルネイル500円OFF

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

2月22日は何の日かと問われれば、もちろん「猫の日」です。1987
年に猫好きの文化人や学者が作った「猫の日実行委員会」によって
定められたそうです。また保護猫だった我が家のお猫様を、譲り受
けた記念日でもあります。毎年この日は、大好きなおやつを目一杯
差し上げ、ブラッシングをして猫孝行に励み、一緒に暮らせる幸せ
を噛みしめます。もしかしたら、お猫様以上に私の方が楽しみにし
ているのかもしれません。
〔栗木〕

