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●新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、気
軽に外出できないようになってから1年以上経ちまし
た。この期間、「オンライン〇〇」や「バーチャル〇〇」
といったサービスがさまざまなジャンルで話題にな
りましたが、みなさん参加されたことはありますか？
コンサートはもちろん、動物園や水族館、陶器市や物
産展、それから医療、旅行、フィットネス、塾など、とに
かく調べきれないほどの多種多様なサービスがあり
ます。
●先日、私が体験したのが「食材付きのオンライン料
理教室」。プロが選んだ食材が自宅に届き、調理方法
を生配信で教えてもらいながら作るというものなん
ですが、これがとっても楽しかった。レシピ本では分
かりづらい調理方法を自分の目で見て確認すること
ができて、生配信だから分からないことはその都度
質問できる。何より、自分では到底作り出せないよう
な手の凝った料理をレパートリーとすることができる
から価格以上の満足度がありました。
●最初は、このサービスどうなんだろうと疑っていた
けれど、思い切って試してみて良かったです。おうち
時間の多い今、外出したいけど出来ないというネガ
ティブな気持ちを抱えて過ごすのではなく、今だから
こそ体験できる「オンライン〇〇」「バーチャル〇〇」
みなさんもぜひ試してみてください！

　年老いたブリテンのリア王は、3人の娘達に領土を
分け与えて隠居を考えますが、長女と次女の甘い言葉
に惑わされて、口下手でお世辞が言えないが誠実な末
娘を勘当してしまいます。いざ領地を譲るとリア王は
姉娘二人に冷たく扱われ、自分の愚かさを悔いること
となります。そんなリア王に追い打ちをかけるように
道化が言う台詞。王族に対しても言いたい放題のこと
を言っても咎められなかった宮廷道化だからこその言
葉です。
　まごうことなき正論！若いころは響かなかった言葉
も、年を重ねた今となって耳にすると鋭角な角度で胸
に突き刺さります。だが一方では、リア王が老いたがゆ
えに、将来の不安に苛まれて決断を誤ってしまう気持
ちも分らなくもないのです。

知恵をつけないうちに
年を取っちゃいけないんだよ。

『リア王』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

ステイホームだからこそ、できること

[Writer 澤地]

フレデリック・フランソワ・
ショパン

〈1810～1849年〉
ポーランド生まれ。作品のほとんどがピ
アノ曲で占められ、‘ピアノの詩人’と
呼ばれる。4歳からピアノを習い、8歳
で演奏会を開く。ワルシャワ音楽院に
入学し、首席で卒業。その後は、ウィー

ンやパリで演奏会を開くなどして活躍。繊細なピアノ曲
を数多く残し、パリで39歳の生涯を終える。彼の遺言
に従い、心臓だけが姉により祖国ポーランドに持ちかえ
られた。

[Writer 渡邉]

代表作 子犬のワルツ、英雄ポロネーズ など

ショパン

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

清流山河
高山流水
空前絶後

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]

市民会館広場には大きな噴水があります。
そこに4つの文字が彫られているのはご存じですか？
なんという文字が彫られているか、下の3択からお選
びください！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

なんと書いてある？なんと書いてある？

にじいろ

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

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！
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コロナ禍の今だからこそ
考えておきたい災害時の避難について

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。

通常 9：00～20：00／施設点検日 9：00～17：30

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。

● 安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
● 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避
　難することも考えてみましょう。
● マスク・消毒液・体温計はできるだけ自ら携行してください。
● 災害時、市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能
　性があります。市町村ホームページ等で確認してください。
● 状況より屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、
　浸水しないよう十分確認してください。

なお、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも危険な場所にいる人は、避難す
ることが原則です。またハザードマップなどで自宅や職場など、自分の居る場所が災害
の危険があるかどうか常日頃から確認をしておきましょう。
いつ、どこで起きるかわからない災害。いざという時に備えて、ご自身で考えることはも
ちろん、ご家族や職場内で一度話し合ってみませんか？

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年。その間にも、震度5弱クラスの地
震は当たり前のように各地で起き、この東海地方でも大地震が明日にでも発生してもお
かしくないと言われています。
そこで今気になるのが、災害が起きた場合の感染対策について。感染症対策を踏まえ
た避難の知っておくべきポイントが以下の通り内閣府より示されています。

2月22日（月）にYouTubeチャンネルにて公開した動画は皆さん見ていただけましたか？
動画内にて発表したとおり、ついに名前が決定しました！！たくさんのご応募ありがとうございました。

これからの、そなた支配人と金田一翔太郎くんの活躍にご期待ください！！

INFORMATION

そなた支配人名  前
劇場の支配人をイメージ。音楽に精通していることからマニアックな
ソナタの楽章間でもすぐわかるくらい博識。応募者よりいただいた名前の由来

ありがとう！
みんなも“そなた支配人”

って呼んでね！

とっても
素敵な名前ですね♪

【2月15日現在】

期　間

受付営業時間

令和3年（2021）1月18日（月）～3月7日（日）

※上記期間は予告なく変更する場合があります。

金田一翔太郎 そなた支配人

サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。
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※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
●TEL.052-211-8424
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
●TEL.052-212-8124
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　11：30～14：00
　　　17：30～21：30

お食事の方に限り
１ドリンクサービス
（ソフトドリンク・グラス生ビール）

4 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
●TEL.052-339-0651
     　　　24時間

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

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

串カツ1本100円を
50円

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

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

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

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

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

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

ソフトドリンク
1杯無料

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

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

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

10％OFF

不定休

月曜定休

日曜定休

年中無休

年中無休

年中無休

月曜定休

日曜定休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業

23 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

22 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

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 ]

あっという間に今年度が終わりますね！この1年は特に、コロナウ
イルスの流行により、なにもしていないうちに一瞬で過ぎ去って
いった感覚です。Stay home期間が続き、できることが制限され
つつも、なんだかんだ新しいおうち時間の過ごし方を見つけられ
た気がします。2月～3月、甘いものを食べる機会が増えますが、お
菓子作りや食べることも楽しみつつ、そのあとのおうちトレーニ
ングも自分のペースで続けていきたいと思います♪　　　〔迫田〕
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コロナ禍の今だからこそ
考えておきたい災害時の避難について

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。

通常 9：00～20：00／施設点検日 9：00～17：30

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。

● 安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
● 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避
　難することも考えてみましょう。
● マスク・消毒液・体温計はできるだけ自ら携行してください。
● 災害時、市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能
　性があります。市町村ホームページ等で確認してください。
● 状況より屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、
　浸水しないよう十分確認してください。

なお、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも危険な場所にいる人は、避難す
ることが原則です。またハザードマップなどで自宅や職場など、自分の居る場所が災害
の危険があるかどうか常日頃から確認をしておきましょう。
いつ、どこで起きるかわからない災害。いざという時に備えて、ご自身で考えることはも
ちろん、ご家族や職場内で一度話し合ってみませんか？

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年。その間にも、震度5弱クラスの地
震は当たり前のように各地で起き、この東海地方でも大地震が明日にでも発生してもお
かしくないと言われています。
そこで今気になるのが、災害が起きた場合の感染対策について。感染症対策を踏まえ
た避難の知っておくべきポイントが以下の通り内閣府より示されています。

2月22日（月）にYouTubeチャンネルにて公開した動画は皆さん見ていただけましたか？
動画内にて発表したとおり、ついに名前が決定しました！！たくさんのご応募ありがとうございました。

これからの、そなた支配人と金田一翔太郎くんの活躍にご期待ください！！

INFORMATION

そなた支配人名  前
劇場の支配人をイメージ。音楽に精通していることからマニアックな
ソナタの楽章間でもすぐわかるくらい博識。応募者よりいただいた名前の由来

ありがとう！
みんなも“そなた支配人”

って呼んでね！

とっても
素敵な名前ですね♪

【2月15日現在】

期　間

受付営業時間

令和3年（2021）1月18日（月）～3月7日（日）

※上記期間は予告なく変更する場合があります。

金田一翔太郎 そなた支配人

サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。
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※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
●TEL.052-211-8424
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
●TEL.052-212-8124
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

3 東桜パクチー 金山店
金山2-1-1　●TEL.052-331-5892
　　　11：30～14：00
　　　17：30～21：30

お食事の方に限り
１ドリンクサービス
（ソフトドリンク・グラス生ビール）

4 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
●TEL.052-339-0651
     　　　24時間

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料
5 焼肉じゃんじゃん亭 金山店
金山2-16-12 　●TEL.052-339-3671
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日祝] 16：00～24：00

10％OFF

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

串カツ1本100円を
50円

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

グラス生ビール
１杯サービス
※食事注文の方に限る

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

黒ウーロン茶
or グラスハイボール
1杯無料

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

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

ソフトドリンク
1杯無料

11 とんかつマ・メゾン 〔とんかつ〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-2370
　　　　  11:00～22:00
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（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）
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　　　[土日祝] 11:00～23:30

10％OFF

不定休
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日曜定休

年中無休
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元日休業

元日休業
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(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
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(その他割引と併用不可)
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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 ]

あっという間に今年度が終わりますね！この1年は特に、コロナウ
イルスの流行により、なにもしていないうちに一瞬で過ぎ去って
いった感覚です。Stay home期間が続き、できることが制限され
つつも、なんだかんだ新しいおうち時間の過ごし方を見つけられ
た気がします。2月～3月、甘いものを食べる機会が増えますが、お
菓子作りや食べることも楽しみつつ、そのあとのおうちトレーニ
ングも自分のペースで続けていきたいと思います♪　　　〔迫田〕
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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
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●新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、気
軽に外出できないようになってから1年以上経ちまし
た。この期間、「オンライン〇〇」や「バーチャル〇〇」
といったサービスがさまざまなジャンルで話題にな
りましたが、みなさん参加されたことはありますか？
コンサートはもちろん、動物園や水族館、陶器市や物
産展、それから医療、旅行、フィットネス、塾など、とに
かく調べきれないほどの多種多様なサービスがあり
ます。
●先日、私が体験したのが「食材付きのオンライン料
理教室」。プロが選んだ食材が自宅に届き、調理方法
を生配信で教えてもらいながら作るというものなん
ですが、これがとっても楽しかった。レシピ本では分
かりづらい調理方法を自分の目で見て確認すること
ができて、生配信だから分からないことはその都度
質問できる。何より、自分では到底作り出せないよう
な手の凝った料理をレパートリーとすることができる
から価格以上の満足度がありました。
●最初は、このサービスどうなんだろうと疑っていた
けれど、思い切って試してみて良かったです。おうち
時間の多い今、外出したいけど出来ないというネガ
ティブな気持ちを抱えて過ごすのではなく、今だから
こそ体験できる「オンライン〇〇」「バーチャル〇〇」
みなさんもぜひ試してみてください！

　年老いたブリテンのリア王は、3人の娘達に領土を
分け与えて隠居を考えますが、長女と次女の甘い言葉
に惑わされて、口下手でお世辞が言えないが誠実な末
娘を勘当してしまいます。いざ領地を譲るとリア王は
姉娘二人に冷たく扱われ、自分の愚かさを悔いること
となります。そんなリア王に追い打ちをかけるように
道化が言う台詞。王族に対しても言いたい放題のこと
を言っても咎められなかった宮廷道化だからこその言
葉です。
　まごうことなき正論！若いころは響かなかった言葉
も、年を重ねた今となって耳にすると鋭角な角度で胸
に突き刺さります。だが一方では、リア王が老いたがゆ
えに、将来の不安に苛まれて決断を誤ってしまう気持
ちも分らなくもないのです。

知恵をつけないうちに
年を取っちゃいけないんだよ。

『リア王』より
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いかが？
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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

ステイホームだからこそ、できること

[Writer 澤地]

フレデリック・フランソワ・
ショパン

〈1810～1849年〉
ポーランド生まれ。作品のほとんどがピ
アノ曲で占められ、‘ピアノの詩人’と
呼ばれる。4歳からピアノを習い、8歳
で演奏会を開く。ワルシャワ音楽院に
入学し、首席で卒業。その後は、ウィー
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[Writer 渡邉]

代表作 子犬のワルツ、英雄ポロネーズ など

ショパン

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

清流山河
高山流水
空前絶後

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]

市民会館広場には大きな噴水があります。
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なんという文字が彫られているか、下の3択からお選
びください！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

なんと書いてある？なんと書いてある？

にじいろ

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

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

コロナ禍の今だからこそ
考えておきたい災害時の避難について

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。

通常 9：00～20：00／施設点検日 9：00～17：30

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。

● 安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
● 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避
　難することも考えてみましょう。
● マスク・消毒液・体温計はできるだけ自ら携行してください。
● 災害時、市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能
　性があります。市町村ホームページ等で確認してください。
● 状況より屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、
　浸水しないよう十分確認してください。

なお、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも危険な場所にいる人は、避難す
ることが原則です。またハザードマップなどで自宅や職場など、自分の居る場所が災害
の危険があるかどうか常日頃から確認をしておきましょう。
いつ、どこで起きるかわからない災害。いざという時に備えて、ご自身で考えることはも
ちろん、ご家族や職場内で一度話し合ってみませんか？

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年。その間にも、震度5弱クラスの地
震は当たり前のように各地で起き、この東海地方でも大地震が明日にでも発生してもお
かしくないと言われています。
そこで今気になるのが、災害が起きた場合の感染対策について。感染症対策を踏まえ
た避難の知っておくべきポイントが以下の通り内閣府より示されています。

2月22日（月）にYouTubeチャンネルにて公開した動画は皆さん見ていただけましたか？
動画内にて発表したとおり、ついに名前が決定しました！！たくさんのご応募ありがとうございました。

これからの、そなた支配人と金田一翔太郎くんの活躍にご期待ください！！

INFORMATION

そなた支配人名  前
劇場の支配人をイメージ。音楽に精通していることからマニアックな
ソナタの楽章間でもすぐわかるくらい博識。応募者よりいただいた名前の由来

ありがとう！
みんなも“そなた支配人”

って呼んでね！

とっても
素敵な名前ですね♪

【2月15日現在】

期　間

受付営業時間

令和3年（2021）1月18日（月）～3月7日（日）

※上記期間は予告なく変更する場合があります。

金田一翔太郎 そなた支配人

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 23～～

※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

23 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

22 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

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

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 ]

あっという間に今年度が終わりますね！この1年は特に、コロナウ
イルスの流行により、なにもしていないうちに一瞬で過ぎ去って
いった感覚です。Stay home期間が続き、できることが制限され
つつも、なんだかんだ新しいおうち時間の過ごし方を見つけられ
た気がします。2月～3月、甘いものを食べる機会が増えますが、お
菓子作りや食べることも楽しみつつ、そのあとのおうちトレーニ
ングも自分のペースで続けていきたいと思います♪　　　〔迫田〕
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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/2021年3月末日迄
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●新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、気
軽に外出できないようになってから1年以上経ちまし
た。この期間、「オンライン〇〇」や「バーチャル〇〇」
といったサービスがさまざまなジャンルで話題にな
りましたが、みなさん参加されたことはありますか？
コンサートはもちろん、動物園や水族館、陶器市や物
産展、それから医療、旅行、フィットネス、塾など、とに
かく調べきれないほどの多種多様なサービスがあり
ます。
●先日、私が体験したのが「食材付きのオンライン料
理教室」。プロが選んだ食材が自宅に届き、調理方法
を生配信で教えてもらいながら作るというものなん
ですが、これがとっても楽しかった。レシピ本では分
かりづらい調理方法を自分の目で見て確認すること
ができて、生配信だから分からないことはその都度
質問できる。何より、自分では到底作り出せないよう
な手の凝った料理をレパートリーとすることができる
から価格以上の満足度がありました。
●最初は、このサービスどうなんだろうと疑っていた
けれど、思い切って試してみて良かったです。おうち
時間の多い今、外出したいけど出来ないというネガ
ティブな気持ちを抱えて過ごすのではなく、今だから
こそ体験できる「オンライン〇〇」「バーチャル〇〇」
みなさんもぜひ試してみてください！

　年老いたブリテンのリア王は、3人の娘達に領土を
分け与えて隠居を考えますが、長女と次女の甘い言葉
に惑わされて、口下手でお世辞が言えないが誠実な末
娘を勘当してしまいます。いざ領地を譲るとリア王は
姉娘二人に冷たく扱われ、自分の愚かさを悔いること
となります。そんなリア王に追い打ちをかけるように
道化が言う台詞。王族に対しても言いたい放題のこと
を言っても咎められなかった宮廷道化だからこその言
葉です。
　まごうことなき正論！若いころは響かなかった言葉
も、年を重ねた今となって耳にすると鋭角な角度で胸
に突き刺さります。だが一方では、リア王が老いたがゆ
えに、将来の不安に苛まれて決断を誤ってしまう気持
ちも分らなくもないのです。

知恵をつけないうちに
年を取っちゃいけないんだよ。

『リア王』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

ステイホームだからこそ、できること

[Writer 澤地]

フレデリック・フランソワ・
ショパン

〈1810～1849年〉
ポーランド生まれ。作品のほとんどがピ
アノ曲で占められ、‘ピアノの詩人’と
呼ばれる。4歳からピアノを習い、8歳
で演奏会を開く。ワルシャワ音楽院に
入学し、首席で卒業。その後は、ウィー

ンやパリで演奏会を開くなどして活躍。繊細なピアノ曲
を数多く残し、パリで39歳の生涯を終える。彼の遺言
に従い、心臓だけが姉により祖国ポーランドに持ちかえ
られた。

[Writer 渡邉]

代表作 子犬のワルツ、英雄ポロネーズ など

ショパン

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

清流山河
高山流水
空前絶後

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]

市民会館広場には大きな噴水があります。
そこに4つの文字が彫られているのはご存じですか？
なんという文字が彫られているか、下の3択からお選
びください！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

なんと書いてある？なんと書いてある？

にじいろ

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

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

コロナ禍の今だからこそ
考えておきたい災害時の避難について

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。

通常 9：00～20：00／施設点検日 9：00～17：30

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。

● 安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
● 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避
　難することも考えてみましょう。
● マスク・消毒液・体温計はできるだけ自ら携行してください。
● 災害時、市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能
　性があります。市町村ホームページ等で確認してください。
● 状況より屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、
　浸水しないよう十分確認してください。

なお、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも危険な場所にいる人は、避難す
ることが原則です。またハザードマップなどで自宅や職場など、自分の居る場所が災害
の危険があるかどうか常日頃から確認をしておきましょう。
いつ、どこで起きるかわからない災害。いざという時に備えて、ご自身で考えることはも
ちろん、ご家族や職場内で一度話し合ってみませんか？

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年。その間にも、震度5弱クラスの地
震は当たり前のように各地で起き、この東海地方でも大地震が明日にでも発生してもお
かしくないと言われています。
そこで今気になるのが、災害が起きた場合の感染対策について。感染症対策を踏まえ
た避難の知っておくべきポイントが以下の通り内閣府より示されています。

2月22日（月）にYouTubeチャンネルにて公開した動画は皆さん見ていただけましたか？
動画内にて発表したとおり、ついに名前が決定しました！！たくさんのご応募ありがとうございました。

これからの、そなた支配人と金田一翔太郎くんの活躍にご期待ください！！

INFORMATION

そなた支配人名  前
劇場の支配人をイメージ。音楽に精通していることからマニアックな
ソナタの楽章間でもすぐわかるくらい博識。応募者よりいただいた名前の由来

ありがとう！
みんなも“そなた支配人”

って呼んでね！

とっても
素敵な名前ですね♪

【2月15日現在】

期　間

受付営業時間

令和3年（2021）1月18日（月）～3月7日（日）

※上記期間は予告なく変更する場合があります。

金田一翔太郎 そなた支配人

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

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

5
6
8

7

2

1

アスナル金山

9 23～～

※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

23 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

22 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

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

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 ]

あっという間に今年度が終わりますね！この1年は特に、コロナウ
イルスの流行により、なにもしていないうちに一瞬で過ぎ去って
いった感覚です。Stay home期間が続き、できることが制限され
つつも、なんだかんだ新しいおうち時間の過ごし方を見つけられ
た気がします。2月～3月、甘いものを食べる機会が増えますが、お
菓子作りや食べることも楽しみつつ、そのあとのおうちトレーニ
ングも自分のペースで続けていきたいと思います♪　　　〔迫田〕

32021
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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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート

3

4

5

6

9

10

12

14

15

20

21

24

25

27

31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021

9

11

13

14

19

20

21

22

23

24

25

28

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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/2021年3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

●新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、気
軽に外出できないようになってから1年以上経ちまし
た。この期間、「オンライン〇〇」や「バーチャル〇〇」
といったサービスがさまざまなジャンルで話題にな
りましたが、みなさん参加されたことはありますか？
コンサートはもちろん、動物園や水族館、陶器市や物
産展、それから医療、旅行、フィットネス、塾など、とに
かく調べきれないほどの多種多様なサービスがあり
ます。
●先日、私が体験したのが「食材付きのオンライン料
理教室」。プロが選んだ食材が自宅に届き、調理方法
を生配信で教えてもらいながら作るというものなん
ですが、これがとっても楽しかった。レシピ本では分
かりづらい調理方法を自分の目で見て確認すること
ができて、生配信だから分からないことはその都度
質問できる。何より、自分では到底作り出せないよう
な手の凝った料理をレパートリーとすることができる
から価格以上の満足度がありました。
●最初は、このサービスどうなんだろうと疑っていた
けれど、思い切って試してみて良かったです。おうち
時間の多い今、外出したいけど出来ないというネガ
ティブな気持ちを抱えて過ごすのではなく、今だから
こそ体験できる「オンライン〇〇」「バーチャル〇〇」
みなさんもぜひ試してみてください！

　年老いたブリテンのリア王は、3人の娘達に領土を
分け与えて隠居を考えますが、長女と次女の甘い言葉
に惑わされて、口下手でお世辞が言えないが誠実な末
娘を勘当してしまいます。いざ領地を譲るとリア王は
姉娘二人に冷たく扱われ、自分の愚かさを悔いること
となります。そんなリア王に追い打ちをかけるように
道化が言う台詞。王族に対しても言いたい放題のこと
を言っても咎められなかった宮廷道化だからこその言
葉です。
　まごうことなき正論！若いころは響かなかった言葉
も、年を重ねた今となって耳にすると鋭角な角度で胸
に突き刺さります。だが一方では、リア王が老いたがゆ
えに、将来の不安に苛まれて決断を誤ってしまう気持
ちも分らなくもないのです。

知恵をつけないうちに
年を取っちゃいけないんだよ。

『リア王』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

ステイホームだからこそ、できること

[Writer 澤地]

フレデリック・フランソワ・
ショパン

〈1810～1849年〉
ポーランド生まれ。作品のほとんどがピ
アノ曲で占められ、‘ピアノの詩人’と
呼ばれる。4歳からピアノを習い、8歳
で演奏会を開く。ワルシャワ音楽院に
入学し、首席で卒業。その後は、ウィー

ンやパリで演奏会を開くなどして活躍。繊細なピアノ曲
を数多く残し、パリで39歳の生涯を終える。彼の遺言
に従い、心臓だけが姉により祖国ポーランドに持ちかえ
られた。

[Writer 渡邉]

代表作 子犬のワルツ、英雄ポロネーズ など

ショパン

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

清流山河
高山流水
空前絶後

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]

市民会館広場には大きな噴水があります。
そこに4つの文字が彫られているのはご存じですか？
なんという文字が彫られているか、下の3択からお選
びください！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

なんと書いてある？なんと書いてある？

にじいろ

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

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

コロナ禍の今だからこそ
考えておきたい災害時の避難について

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。

通常 9：00～20：00／施設点検日 9：00～17：30

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。

● 安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
● 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避
　難することも考えてみましょう。
● マスク・消毒液・体温計はできるだけ自ら携行してください。
● 災害時、市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能
　性があります。市町村ホームページ等で確認してください。
● 状況より屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、
　浸水しないよう十分確認してください。

なお、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも危険な場所にいる人は、避難す
ることが原則です。またハザードマップなどで自宅や職場など、自分の居る場所が災害
の危険があるかどうか常日頃から確認をしておきましょう。
いつ、どこで起きるかわからない災害。いざという時に備えて、ご自身で考えることはも
ちろん、ご家族や職場内で一度話し合ってみませんか？

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年。その間にも、震度5弱クラスの地
震は当たり前のように各地で起き、この東海地方でも大地震が明日にでも発生してもお
かしくないと言われています。
そこで今気になるのが、災害が起きた場合の感染対策について。感染症対策を踏まえ
た避難の知っておくべきポイントが以下の通り内閣府より示されています。

2月22日（月）にYouTubeチャンネルにて公開した動画は皆さん見ていただけましたか？
動画内にて発表したとおり、ついに名前が決定しました！！たくさんのご応募ありがとうございました。

これからの、そなた支配人と金田一翔太郎くんの活躍にご期待ください！！

INFORMATION

そなた支配人名  前
劇場の支配人をイメージ。音楽に精通していることからマニアックな
ソナタの楽章間でもすぐわかるくらい博識。応募者よりいただいた名前の由来

ありがとう！
みんなも“そなた支配人”

って呼んでね！

とっても
素敵な名前ですね♪

【2月15日現在】

期　間

受付営業時間

令和3年（2021）1月18日（月）～3月7日（日）

※上記期間は予告なく変更する場合があります。

金田一翔太郎 そなた支配人

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

3

4

5
6
8

7

2

1

アスナル金山

9 23～～

※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

23 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

22 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

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

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 ]

あっという間に今年度が終わりますね！この1年は特に、コロナウ
イルスの流行により、なにもしていないうちに一瞬で過ぎ去って
いった感覚です。Stay home期間が続き、できることが制限され
つつも、なんだかんだ新しいおうち時間の過ごし方を見つけられ
た気がします。2月～3月、甘いものを食べる機会が増えますが、お
菓子作りや食べることも楽しみつつ、そのあとのおうちトレーニ
ングも自分のペースで続けていきたいと思います♪　　　〔迫田〕

32021
59VOL.

〈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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート
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6
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10

12

14

15

20

21

24

25

27

31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021
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(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート

3

4

5

6

9

10

12

14

15

20

21

24

25

27

31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021

9

11

13

14

19

20

21

22

23

24

25

28

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート

3

4

5

6

9

10

12

14

15

20

21

24

25

27

31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021
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11

13

14

19

20

21

22

23

24

25

28

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート
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31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021
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24

25

28

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート

3

4

5

6

9

10

12

14

15

20

21

24

25

27

31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021

9

11

13

14

19

20

21

22

23

24

25

28

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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/2021年3月末日迄

 裏面をチ
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 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

●新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、気
軽に外出できないようになってから1年以上経ちまし
た。この期間、「オンライン〇〇」や「バーチャル〇〇」
といったサービスがさまざまなジャンルで話題にな
りましたが、みなさん参加されたことはありますか？
コンサートはもちろん、動物園や水族館、陶器市や物
産展、それから医療、旅行、フィットネス、塾など、とに
かく調べきれないほどの多種多様なサービスがあり
ます。
●先日、私が体験したのが「食材付きのオンライン料
理教室」。プロが選んだ食材が自宅に届き、調理方法
を生配信で教えてもらいながら作るというものなん
ですが、これがとっても楽しかった。レシピ本では分
かりづらい調理方法を自分の目で見て確認すること
ができて、生配信だから分からないことはその都度
質問できる。何より、自分では到底作り出せないよう
な手の凝った料理をレパートリーとすることができる
から価格以上の満足度がありました。
●最初は、このサービスどうなんだろうと疑っていた
けれど、思い切って試してみて良かったです。おうち
時間の多い今、外出したいけど出来ないというネガ
ティブな気持ちを抱えて過ごすのではなく、今だから
こそ体験できる「オンライン〇〇」「バーチャル〇〇」
みなさんもぜひ試してみてください！

　年老いたブリテンのリア王は、3人の娘達に領土を
分け与えて隠居を考えますが、長女と次女の甘い言葉
に惑わされて、口下手でお世辞が言えないが誠実な末
娘を勘当してしまいます。いざ領地を譲るとリア王は
姉娘二人に冷たく扱われ、自分の愚かさを悔いること
となります。そんなリア王に追い打ちをかけるように
道化が言う台詞。王族に対しても言いたい放題のこと
を言っても咎められなかった宮廷道化だからこその言
葉です。
　まごうことなき正論！若いころは響かなかった言葉
も、年を重ねた今となって耳にすると鋭角な角度で胸
に突き刺さります。だが一方では、リア王が老いたがゆ
えに、将来の不安に苛まれて決断を誤ってしまう気持
ちも分らなくもないのです。

知恵をつけないうちに
年を取っちゃいけないんだよ。

『リア王』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

ステイホームだからこそ、できること

[Writer 澤地]

フレデリック・フランソワ・
ショパン

〈1810～1849年〉
ポーランド生まれ。作品のほとんどがピ
アノ曲で占められ、‘ピアノの詩人’と
呼ばれる。4歳からピアノを習い、8歳
で演奏会を開く。ワルシャワ音楽院に
入学し、首席で卒業。その後は、ウィー

ンやパリで演奏会を開くなどして活躍。繊細なピアノ曲
を数多く残し、パリで39歳の生涯を終える。彼の遺言
に従い、心臓だけが姉により祖国ポーランドに持ちかえ
られた。

[Writer 渡邉]

代表作 子犬のワルツ、英雄ポロネーズ など

ショパン

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

清流山河
高山流水
空前絶後

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]

市民会館広場には大きな噴水があります。
そこに4つの文字が彫られているのはご存じですか？
なんという文字が彫られているか、下の3択からお選
びください！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

なんと書いてある？なんと書いてある？

にじいろ

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

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

コロナ禍の今だからこそ
考えておきたい災害時の避難について

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。

通常 9：00～20：00／施設点検日 9：00～17：30

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。

● 安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
● 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避
　難することも考えてみましょう。
● マスク・消毒液・体温計はできるだけ自ら携行してください。
● 災害時、市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能
　性があります。市町村ホームページ等で確認してください。
● 状況より屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、
　浸水しないよう十分確認してください。

なお、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも危険な場所にいる人は、避難す
ることが原則です。またハザードマップなどで自宅や職場など、自分の居る場所が災害
の危険があるかどうか常日頃から確認をしておきましょう。
いつ、どこで起きるかわからない災害。いざという時に備えて、ご自身で考えることはも
ちろん、ご家族や職場内で一度話し合ってみませんか？

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年。その間にも、震度5弱クラスの地
震は当たり前のように各地で起き、この東海地方でも大地震が明日にでも発生してもお
かしくないと言われています。
そこで今気になるのが、災害が起きた場合の感染対策について。感染症対策を踏まえ
た避難の知っておくべきポイントが以下の通り内閣府より示されています。

2月22日（月）にYouTubeチャンネルにて公開した動画は皆さん見ていただけましたか？
動画内にて発表したとおり、ついに名前が決定しました！！たくさんのご応募ありがとうございました。

これからの、そなた支配人と金田一翔太郎くんの活躍にご期待ください！！

INFORMATION

そなた支配人名  前
劇場の支配人をイメージ。音楽に精通していることからマニアックな
ソナタの楽章間でもすぐわかるくらい博識。応募者よりいただいた名前の由来

ありがとう！
みんなも“そなた支配人”

って呼んでね！

とっても
素敵な名前ですね♪

【2月15日現在】

期　間

受付営業時間

令和3年（2021）1月18日（月）～3月7日（日）

※上記期間は予告なく変更する場合があります。

金田一翔太郎 そなた支配人

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 23～～

※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

23 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

22 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

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

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 ]

あっという間に今年度が終わりますね！この1年は特に、コロナウ
イルスの流行により、なにもしていないうちに一瞬で過ぎ去って
いった感覚です。Stay home期間が続き、できることが制限され
つつも、なんだかんだ新しいおうち時間の過ごし方を見つけられ
た気がします。2月～3月、甘いものを食べる機会が増えますが、お
菓子作りや食べることも楽しみつつ、そのあとのおうちトレーニ
ングも自分のペースで続けていきたいと思います♪　　　〔迫田〕

32021
59VOL.

〈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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート

3

4

5

6

9

10

12

14

15

20

21

24

25

27

31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021

9

11

13

14

19

20

21

22

23

24

25

28

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート

3

4

5

6

9

10

12

14

15

20

21

24

25

27

31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021

9

11

13

14

19

20

21

22

23

24

25

28

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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/2021年3月末日迄

 裏面をチ
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 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

●新型コロナウイルス感染症が世界中で流行し、気
軽に外出できないようになってから1年以上経ちまし
た。この期間、「オンライン〇〇」や「バーチャル〇〇」
といったサービスがさまざまなジャンルで話題にな
りましたが、みなさん参加されたことはありますか？
コンサートはもちろん、動物園や水族館、陶器市や物
産展、それから医療、旅行、フィットネス、塾など、とに
かく調べきれないほどの多種多様なサービスがあり
ます。
●先日、私が体験したのが「食材付きのオンライン料
理教室」。プロが選んだ食材が自宅に届き、調理方法
を生配信で教えてもらいながら作るというものなん
ですが、これがとっても楽しかった。レシピ本では分
かりづらい調理方法を自分の目で見て確認すること
ができて、生配信だから分からないことはその都度
質問できる。何より、自分では到底作り出せないよう
な手の凝った料理をレパートリーとすることができる
から価格以上の満足度がありました。
●最初は、このサービスどうなんだろうと疑っていた
けれど、思い切って試してみて良かったです。おうち
時間の多い今、外出したいけど出来ないというネガ
ティブな気持ちを抱えて過ごすのではなく、今だから
こそ体験できる「オンライン〇〇」「バーチャル〇〇」
みなさんもぜひ試してみてください！

　年老いたブリテンのリア王は、3人の娘達に領土を
分け与えて隠居を考えますが、長女と次女の甘い言葉
に惑わされて、口下手でお世辞が言えないが誠実な末
娘を勘当してしまいます。いざ領地を譲るとリア王は
姉娘二人に冷たく扱われ、自分の愚かさを悔いること
となります。そんなリア王に追い打ちをかけるように
道化が言う台詞。王族に対しても言いたい放題のこと
を言っても咎められなかった宮廷道化だからこその言
葉です。
　まごうことなき正論！若いころは響かなかった言葉
も、年を重ねた今となって耳にすると鋭角な角度で胸
に突き刺さります。だが一方では、リア王が老いたがゆ
えに、将来の不安に苛まれて決断を誤ってしまう気持
ちも分らなくもないのです。

知恵をつけないうちに
年を取っちゃいけないんだよ。

『リア王』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

ステイホームだからこそ、できること

[Writer 澤地]

フレデリック・フランソワ・
ショパン

〈1810～1849年〉
ポーランド生まれ。作品のほとんどがピ
アノ曲で占められ、‘ピアノの詩人’と
呼ばれる。4歳からピアノを習い、8歳
で演奏会を開く。ワルシャワ音楽院に
入学し、首席で卒業。その後は、ウィー

ンやパリで演奏会を開くなどして活躍。繊細なピアノ曲
を数多く残し、パリで39歳の生涯を終える。彼の遺言
に従い、心臓だけが姉により祖国ポーランドに持ちかえ
られた。

[Writer 渡邉]

代表作 子犬のワルツ、英雄ポロネーズ など

ショパン

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶
❷
❸

清流山河
高山流水
空前絶後

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]

市民会館広場には大きな噴水があります。
そこに4つの文字が彫られているのはご存じですか？
なんという文字が彫られているか、下の3択からお選
びください！

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

なんと書いてある？なんと書いてある？

にじいろ

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

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

公式マスコットキャラクターの
名前が決定しました！

コロナ禍の今だからこそ
考えておきたい災害時の避難について

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。

通常 9：00～20：00／施設点検日 9：00～17：30

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。

● 安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。
● 避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避
　難することも考えてみましょう。
● マスク・消毒液・体温計はできるだけ自ら携行してください。
● 災害時、市町村が指定する避難場所、避難所が変更・増設されている可能
　性があります。市町村ホームページ等で確認してください。
● 状況より屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、
　浸水しないよう十分確認してください。

なお、新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも危険な場所にいる人は、避難す
ることが原則です。またハザードマップなどで自宅や職場など、自分の居る場所が災害
の危険があるかどうか常日頃から確認をしておきましょう。
いつ、どこで起きるかわからない災害。いざという時に備えて、ご自身で考えることはも
ちろん、ご家族や職場内で一度話し合ってみませんか？

2011年3月11日に発生した東日本大震災から10年。その間にも、震度5弱クラスの地
震は当たり前のように各地で起き、この東海地方でも大地震が明日にでも発生してもお
かしくないと言われています。
そこで今気になるのが、災害が起きた場合の感染対策について。感染症対策を踏まえ
た避難の知っておくべきポイントが以下の通り内閣府より示されています。

2月22日（月）にYouTubeチャンネルにて公開した動画は皆さん見ていただけましたか？
動画内にて発表したとおり、ついに名前が決定しました！！たくさんのご応募ありがとうございました。

これからの、そなた支配人と金田一翔太郎くんの活躍にご期待ください！！

INFORMATION

そなた支配人名  前
劇場の支配人をイメージ。音楽に精通していることからマニアックな
ソナタの楽章間でもすぐわかるくらい博識。応募者よりいただいた名前の由来

ありがとう！
みんなも“そなた支配人”

って呼んでね！

とっても
素敵な名前ですね♪

【2月15日現在】

期　間

受付営業時間

令和3年（2021）1月18日（月）～3月7日（日）

※上記期間は予告なく変更する場合があります。

金田一翔太郎 そなた支配人

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

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前
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金山新橋南 金 山
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アスナル金山

9 23～～

※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

23 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

22 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

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

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 ]

あっという間に今年度が終わりますね！この1年は特に、コロナウ
イルスの流行により、なにもしていないうちに一瞬で過ぎ去って
いった感覚です。Stay home期間が続き、できることが制限され
つつも、なんだかんだ新しいおうち時間の過ごし方を見つけられ
た気がします。2月～3月、甘いものを食べる機会が増えますが、お
菓子作りや食べることも楽しみつつ、そのあとのおうちトレーニ
ングも自分のペースで続けていきたいと思います♪　　　〔迫田〕

32021
59VOL.

〈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

2021.3 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 3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

来月もお楽しみに！
A 高山流水

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

クイズの答え ❷▶ 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。

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

3月1日（月） 3月1日（月）

◆ 点検日 3月17日（水）・29日（月） ◆ 点検日 3月1日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 4月分

（2月15日現在）

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。

（2月15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：〈没後100年記念/令和3年3月3日はサン＝サーンス3番の日〉
　　　サン＝サーンス/ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 作品61*
　　　サン＝サーンス/交響曲第3番ハ短調 作品78『オルガン付』**
指揮：円光寺雅彦 
ヴァイオリン：荒井優利奈*
オルガン：都築由理江**

 ☎ 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

平日午後のオーケストラVol.7

◆ 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10,500円～D席1,600円

［ 3/3（水）14：00開演 ］

曲名：ブラームス/交響曲第4番ホ短調 作品98
　　 ブラームス/交響曲第1番ハ短調 作品68
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

第488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/後継

◆ 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 

［ 3/12（金）18：45開演、3/13（土）16：00開演 ］
><

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

※～3/7までは 通常/9：00～20：00　施設点検日/9：00～17：30
　（予告なく延長や変更する場合があります。）

子午線の祀り

来生たかお
Stand Alone 2020～Acoustic Tracks～

KOUHEI MATSUSHITA
LIVE TOUR 2021 HEART to HEART

藪原検校

OKAMOTO'S 90'S TOKYO BOYS IN HALL　
～爆笑ストイックライヴ～

オン・ザ・ロード2021

オスロ

名演3月例会「ドレッサー」

「未来記の番人」

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート
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27

31

(水)

(木)

(金)

(土)

(火)

(水)

(金)

(日)

(月)

(土・祝)

(日)

(水)

(木)

(土)

(水)

メ～テレ/メ～テレ事業
（問）メ～テレ事業　
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

CBCテレビ/キョードー東海
（問）キョード―東海
052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00
(日・祝休)

JAIL HOUSE　
052-936-6041

日能研（東海本部）
0120-194375

東海テレビ放送／キョードー東海
（問）東海テレビチケットセンター
☎052-951-9104（平日10:00～18:00）

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
中日新聞社
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

名古屋市立志賀中学校　合唱部
052-914-0024

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:6,800円

全席指定:5,500円

全席指定:13,000円

全席指定:5,200円

無料（要整理券）

全席指定:11,800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

1等席（1階）:10,000円
2等席（2階）:6,000円

入場無料
（要整理券）

［2月15日現在］

18:30～未定

12:00～未定

19:00～20:30

17:30～未定

18:30～未定

13:00～未定

18:00～20:00

10:00～12:00
13:30～15:30

9:30～11:30
12:30～14:30

18:00～未定

13:00～未定

18:30～21:05

13:30～16:05
18:30～21:05

11:00～未定
16:00～未定

13:00～15:15

卒業式

防災・減災コンサート

Aina Suzuki
1st Live Tour ring A ring
-Prologue to Light-

私立恵比寿中学
Best at the moment series「6Voices」

2020年度　学校法人梅村学園
中京大学卒業式

FUMIYA FUJII
CONCERT TOUR 2020-2021 ACTION

第14回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

愛知淑徳管弦楽団第11回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第34回Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校
吹奏楽部第22回定期演奏会

名探偵コナン
スペシャル・コンサート2020-2021
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24

25

28

(火)

(木)

(土)

(日)

(金)

(土・祝)

(日)

(月)

(火)

(水)

(木)

(日)

学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校
052-332-6211

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

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

大同大学大同高等学校
052-611-0511

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校　吹奏楽部
052-613-0001

読売テレビ／中京テレビ放送/キョードー関西
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

関係者のみ

参加無料
※要事前応募

全席指定:7,700円

7,800円

卒業生・修了生のみ参加

全席指定:8,580円

関係者のみ

入場無料
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため
　入場を制限する場合があります。

なし

グッズ付きS席:11,000円
S席:7,500円
A席:6,800円

10:30～11:30

13:00～15:30

18:30～未定

18:00～未定

10:30～11:30
13:00～14:00
15:30～16:30

16:30～未定

15:00～未定

17:30～19:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:00～未定

［2月15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


