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●死ぬまでにやってみたいことの一つに「宇宙旅行」
があります。
●私は現在20代後半。このまま順調に宇宙旅行ビジ
ネスが進んだとしても、おそらくよほどのお金持ちで
ない限り難しい。なので、この夢は来世に託したいと
思っていたわけなんですが、JAXAが今年の秋ごろ13
年ぶりに宇宙飛行士を募集することを発表しました。
●いつの時代も憧れの職業にランクインする「宇宙飛
行士」。なるためには厳しい条件をクリアしなければ
ならず、それはそれは非常に狭き門。しかし、今回の
募集からその厳しい条件の緩和を検討しているんだ
そうです。たとえば「自然科学系の大学卒業以上」とし
ていた条件が「大学、短大、高専、専門学校卒業以上」
とされたり、泳力や教養に関する条件が削除されたり
…まだまだ検討中なんだそうですが、あれ？もしかし
たら私も応募だけならできるのかも…？と実際になれ
るわけないことは分かっていますが（笑）夢を見るだ
けは自由ですから、なんだかワクワクしてしまいます。
●こうして裾野が広がり、学歴など関係なく優秀な
人たちが宇宙飛行士になることで、今後の宇宙開発
が進み、来世に託した宇宙旅行の夢が生きている間
に叶うのかもしれないと思うと、とても楽しみでなり
ません。

　お芝居のタイトルにして、幕引きの台詞。孤児のヘ
レナは王の病を治し、片思いの相手のバートラム伯爵
との婚姻の権利を認められるが、身分違いの結婚に
不服なバートラム伯爵は無理な条件を突きつけて義
勇兵として旅立ってしまう。ヘレナは知恵と並外れた
行動力で見事に問題をクリアし、ついには夫を手に入
れます。
　さて、この「シェイクスピアはいかが？」のコラムも、
なんとか一年の掲載を終えることができました。私の
力不足ゆえに偉大なシェイクスピアの魅力を伝えきれ
なかったこともあったかもしれませんが、もし少しでも
シェイクスピア作品に興味を持っていただけたのなら
幸い。最後はこの台詞で〆たいと思います。
「終わり良ければ、すべて良し」

終わり良ければ、すべて良し。
『終わり良ければすべて良し』より
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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

20XX年  宇宙の旅！？

[Writer 澤地]

リスト・フランツ
〈1811～1886年〉

ハンガリー生まれ。11歳の時、ウィーン
へ移住し音楽院に入学。19歳の時、
ヴァイオリンの名手‘パガニーニ’の演
奏に感銘を受け、ピアノの超絶技巧を
目指す。超絶的なテクニックでピアノを

弾きこなし、「ピアノの魔術師」と称された。また指導者、
作曲家としても活躍。ピアノリサイタルや交響詩の創始
者でもあり、音楽会に大きな功績を遺した彼は、74歳
で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 ラ・カンパネッラ、ハンガリー狂詩曲 など

リスト

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶30ｍ　　❷13ｍ　　❸8ｍ

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・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」探検！体験！バックステージ
ツアー②でも紹介されています！

ヒント

舞台の地下には、舞台上で使うものをしまっている
「奈落（ならく）」という空間があります。「奈落（なら
く）」から舞台までの高さは何メートルでしょうか？

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

高さは何ｍ？高さは何ｍ？

にじいろ

音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？
昨年の4月号で＜市民会館を使用してみませんか？＞と題して、
市民会館の各施設の紹介をしました。その翌5月号では音楽プ
ラザの各施設について紹介する予定でしたが、、、コロナウイルス

の感染拡大により一時休館に。再開館後も外出自粛が続き、
紹介することができませんでした。そんなこんなで一年越し！
今月のにじいろでは「音楽プラザ」をご紹介いたします♪

いかがでしたか？音楽をはじめとした芸術分野の練習といえば音楽プラザ♪練習施設をお探しの方は、ぜひ
ご利用ください。なお、空き状況などの詳細は直接お問合せくださいませ。（TEL：052-331-6041）

金山総合駅から徒歩6分！音楽練習をはじめとした様々な芸術分野の練習にぴったりな施設です。音楽プラザとは…？

合奏場

合奏場 音楽プラザ 外観 大リハーサル室

中リハーサル室 第1控室 第2控室合奏場 見学室

ひな段が設置されており、優れた音響空間の中で本番さ
ながらの本格的な音楽練習が可能。上の階には練習のよ
うすを見学できる見学室がある。

● グランドピアノ（ヤマハ）　● 音響セット
● チェンバロ（ナーゲル） 　　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 6,000円～16,800円

中リハーサル室
一方に鏡が設置されており、音楽だけでなく舞踊や演劇
等の練習も可能。

● アップライトピアノ（カワイ）
● 音響セット　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 1,800円～5,000円

大リハーサル室
約230㎡の広さがあり、本格的なグランドピアノも設置。
音楽を中心に、大人数によるさまざまな舞台芸術の練習
が可能。

● グランドピアノ（ベーゼンドルファー） ● 音響セット
● アップライトピアノ（カワイ） 　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 2,800円～7,800円

第1・2控室
打ち合わせや研修などリーズナブルな料金で使用可能。

● ホワイトボード　● 液晶モニター
● BDプレイヤー など

[貸出備品]

[使 用 料]（第1控室）700円～2,100円（第2控室）600円～1,800円

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 ]

4月になりましたね！新年度始まりましたが、なにか新しいことを
はじめる予定はありますか？私は、音楽コラボアプリにはまってい
ます。アプリ内で演奏された音楽に自分の演奏を重ねてコラボを楽
しむというようなものです。自分の演奏や、声にエフェクトをかけ
る機能などもあり、とても面白いです！なかなか外出がしづらい状
況が続いていますが、おうち時間の1つとして新しい方法で、誰かと
一緒に演奏をするということを楽しんでいます♪　　　　〔迫田〕
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いかがでしたか？音楽をはじめとした芸術分野の練習といえば音楽プラザ♪練習施設をお探しの方は、ぜひ
ご利用ください。なお、空き状況などの詳細は直接お問合せくださいませ。（TEL：052-331-6041）

金山総合駅から徒歩6分！音楽練習をはじめとした様々な芸術分野の練習にぴったりな施設です。音楽プラザとは…？

合奏場

合奏場 音楽プラザ 外観 大リハーサル室

中リハーサル室 第1控室 第2控室合奏場 見学室

ひな段が設置されており、優れた音響空間の中で本番さ
ながらの本格的な音楽練習が可能。上の階には練習のよ
うすを見学できる見学室がある。

● グランドピアノ（ヤマハ）　● 音響セット
● チェンバロ（ナーゲル） 　　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 6,000円～16,800円

中リハーサル室
一方に鏡が設置されており、音楽だけでなく舞踊や演劇
等の練習も可能。

● アップライトピアノ（カワイ）
● 音響セット　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 1,800円～5,000円

大リハーサル室
約230㎡の広さがあり、本格的なグランドピアノも設置。
音楽を中心に、大人数によるさまざまな舞台芸術の練習
が可能。

● グランドピアノ（ベーゼンドルファー） ● 音響セット
● アップライトピアノ（カワイ） 　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 2,800円～7,800円

第1・2控室
打ち合わせや研修などリーズナブルな料金で使用可能。

● ホワイトボード　● 液晶モニター
● BDプレイヤー など

[貸出備品]

[使 用 料]（第1控室）700円～2,100円（第2控室）600円～1,800円

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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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 ]

4月になりましたね！新年度始まりましたが、なにか新しいことを
はじめる予定はありますか？私は、音楽コラボアプリにはまってい
ます。アプリ内で演奏された音楽に自分の演奏を重ねてコラボを楽
しむというようなものです。自分の演奏や、声にエフェクトをかけ
る機能などもあり、とても面白いです！なかなか外出がしづらい状
況が続いていますが、おうち時間の1つとして新しい方法で、誰かと
一緒に演奏をするということを楽しんでいます♪　　 　　〔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4月末日迄
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MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

MONTHLY COLUMN
にじいろマンスリーコラム

●死ぬまでにやってみたいことの一つに「宇宙旅行」
があります。
●私は現在20代後半。このまま順調に宇宙旅行ビジ
ネスが進んだとしても、おそらくよほどのお金持ちで
ない限り難しい。なので、この夢は来世に託したいと
思っていたわけなんですが、JAXAが今年の秋ごろ13
年ぶりに宇宙飛行士を募集することを発表しました。
●いつの時代も憧れの職業にランクインする「宇宙飛
行士」。なるためには厳しい条件をクリアしなければ
ならず、それはそれは非常に狭き門。しかし、今回の
募集からその厳しい条件の緩和を検討しているんだ
そうです。たとえば「自然科学系の大学卒業以上」とし
ていた条件が「大学、短大、高専、専門学校卒業以上」
とされたり、泳力や教養に関する条件が削除されたり
…まだまだ検討中なんだそうですが、あれ？もしかし
たら私も応募だけならできるのかも…？と実際になれ
るわけないことは分かっていますが（笑）夢を見るだ
けは自由ですから、なんだかワクワクしてしまいます。
●こうして裾野が広がり、学歴など関係なく優秀な
人たちが宇宙飛行士になることで、今後の宇宙開発
が進み、来世に託した宇宙旅行の夢が生きている間
に叶うのかもしれないと思うと、とても楽しみでなり
ません。

　お芝居のタイトルにして、幕引きの台詞。孤児のヘ
レナは王の病を治し、片思いの相手のバートラム伯爵
との婚姻の権利を認められるが、身分違いの結婚に
不服なバートラム伯爵は無理な条件を突きつけて義
勇兵として旅立ってしまう。ヘレナは知恵と並外れた
行動力で見事に問題をクリアし、ついには夫を手に入
れます。
　さて、この「シェイクスピアはいかが？」のコラムも、
なんとか一年の掲載を終えることができました。私の
力不足ゆえに偉大なシェイクスピアの魅力を伝えきれ
なかったこともあったかもしれませんが、もし少しでも
シェイクスピア作品に興味を持っていただけたのなら
幸い。最後はこの台詞で〆たいと思います。
「終わり良ければ、すべて良し」

終わり良ければ、すべて良し。
『終わり良ければすべて良し』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

20XX年  宇宙の旅！？

[Writer 澤地]

リスト・フランツ
〈1811～1886年〉

ハンガリー生まれ。11歳の時、ウィーン
へ移住し音楽院に入学。19歳の時、
ヴァイオリンの名手‘パガニーニ’の演
奏に感銘を受け、ピアノの超絶技巧を
目指す。超絶的なテクニックでピアノを

弾きこなし、「ピアノの魔術師」と称された。また指導者、
作曲家としても活躍。ピアノリサイタルや交響詩の創始
者でもあり、音楽会に大きな功績を遺した彼は、74歳
で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 ラ・カンパネッラ、ハンガリー狂詩曲 など

リスト

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶30ｍ　　❷13ｍ　　❸8ｍ

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・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」探検！体験！バックステージ
ツアー②でも紹介されています！

ヒント

舞台の地下には、舞台上で使うものをしまっている
「奈落（ならく）」という空間があります。「奈落（なら
く）」から舞台までの高さは何メートルでしょうか？

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

高さは何ｍ？高さは何ｍ？

にじいろ

音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？
昨年の4月号で＜市民会館を使用してみませんか？＞と題して、
市民会館の各施設の紹介をしました。その翌5月号では音楽プ
ラザの各施設について紹介する予定でしたが、、、コロナウイルス

の感染拡大により一時休館に。再開館後も外出自粛が続き、
紹介することができませんでした。そんなこんなで一年越し！
今月のにじいろでは「音楽プラザ」をご紹介いたします♪

いかがでしたか？音楽をはじめとした芸術分野の練習といえば音楽プラザ♪練習施設をお探しの方は、ぜひ
ご利用ください。なお、空き状況などの詳細は直接お問合せくださいませ。（TEL：052-331-6041）

金山総合駅から徒歩6分！音楽練習をはじめとした様々な芸術分野の練習にぴったりな施設です。音楽プラザとは…？

合奏場

合奏場 音楽プラザ 外観 大リハーサル室

中リハーサル室 第1控室 第2控室合奏場 見学室

ひな段が設置されており、優れた音響空間の中で本番さ
ながらの本格的な音楽練習が可能。上の階には練習のよ
うすを見学できる見学室がある。

● グランドピアノ（ヤマハ）　● 音響セット
● チェンバロ（ナーゲル） 　　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 6,000円～16,800円

中リハーサル室
一方に鏡が設置されており、音楽だけでなく舞踊や演劇
等の練習も可能。

● アップライトピアノ（カワイ）
● 音響セット　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 1,800円～5,000円

大リハーサル室
約230㎡の広さがあり、本格的なグランドピアノも設置。
音楽を中心に、大人数によるさまざまな舞台芸術の練習
が可能。

● グランドピアノ（ベーゼンドルファー） ● 音響セット
● アップライトピアノ（カワイ） 　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 2,800円～7,800円

第1・2控室
打ち合わせや研修などリーズナブルな料金で使用可能。

● ホワイトボード　● 液晶モニター
● BDプレイヤー など

[貸出備品]

[使 用 料]（第1控室）700円～2,100円（第2控室）600円～1,800円

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

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 ]

4月になりましたね！新年度始まりましたが、なにか新しいことを
はじめる予定はありますか？私は、音楽コラボアプリにはまってい
ます。アプリ内で演奏された音楽に自分の演奏を重ねてコラボを楽
しむというようなものです。自分の演奏や、声にエフェクトをかけ
る機能などもあり、とても面白いです！なかなか外出がしづらい状
況が続いていますが、おうち時間の1つとして新しい方法で、誰かと
一緒に演奏をするということを楽しんでいます♪　　　　〔迫田〕
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NijiiroReport

〈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4月末日迄
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●死ぬまでにやってみたいことの一つに「宇宙旅行」
があります。
●私は現在20代後半。このまま順調に宇宙旅行ビジ
ネスが進んだとしても、おそらくよほどのお金持ちで
ない限り難しい。なので、この夢は来世に託したいと
思っていたわけなんですが、JAXAが今年の秋ごろ13
年ぶりに宇宙飛行士を募集することを発表しました。
●いつの時代も憧れの職業にランクインする「宇宙飛
行士」。なるためには厳しい条件をクリアしなければ
ならず、それはそれは非常に狭き門。しかし、今回の
募集からその厳しい条件の緩和を検討しているんだ
そうです。たとえば「自然科学系の大学卒業以上」とし
ていた条件が「大学、短大、高専、専門学校卒業以上」
とされたり、泳力や教養に関する条件が削除されたり
…まだまだ検討中なんだそうですが、あれ？もしかし
たら私も応募だけならできるのかも…？と実際になれ
るわけないことは分かっていますが（笑）夢を見るだ
けは自由ですから、なんだかワクワクしてしまいます。
●こうして裾野が広がり、学歴など関係なく優秀な
人たちが宇宙飛行士になることで、今後の宇宙開発
が進み、来世に託した宇宙旅行の夢が生きている間
に叶うのかもしれないと思うと、とても楽しみでなり
ません。

　お芝居のタイトルにして、幕引きの台詞。孤児のヘ
レナは王の病を治し、片思いの相手のバートラム伯爵
との婚姻の権利を認められるが、身分違いの結婚に
不服なバートラム伯爵は無理な条件を突きつけて義
勇兵として旅立ってしまう。ヘレナは知恵と並外れた
行動力で見事に問題をクリアし、ついには夫を手に入
れます。
　さて、この「シェイクスピアはいかが？」のコラムも、
なんとか一年の掲載を終えることができました。私の
力不足ゆえに偉大なシェイクスピアの魅力を伝えきれ
なかったこともあったかもしれませんが、もし少しでも
シェイクスピア作品に興味を持っていただけたのなら
幸い。最後はこの台詞で〆たいと思います。
「終わり良ければ、すべて良し」

終わり良ければ、すべて良し。
『終わり良ければすべて良し』より
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シェイクスピアは
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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

20XX年  宇宙の旅！？

[Writer 澤地]

リスト・フランツ
〈1811～1886年〉

ハンガリー生まれ。11歳の時、ウィーン
へ移住し音楽院に入学。19歳の時、
ヴァイオリンの名手‘パガニーニ’の演
奏に感銘を受け、ピアノの超絶技巧を
目指す。超絶的なテクニックでピアノを

弾きこなし、「ピアノの魔術師」と称された。また指導者、
作曲家としても活躍。ピアノリサイタルや交響詩の創始
者でもあり、音楽会に大きな功績を遺した彼は、74歳
で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 ラ・カンパネッラ、ハンガリー狂詩曲 など

リスト

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶30ｍ　　❷13ｍ　　❸8ｍ

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・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」探検！体験！バックステージ
ツアー②でも紹介されています！

ヒント

舞台の地下には、舞台上で使うものをしまっている
「奈落（ならく）」という空間があります。「奈落（なら
く）」から舞台までの高さは何メートルでしょうか？

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

高さは何ｍ？高さは何ｍ？

にじいろ

音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？
昨年の4月号で＜市民会館を使用してみませんか？＞と題して、
市民会館の各施設の紹介をしました。その翌5月号では音楽プ
ラザの各施設について紹介する予定でしたが、、、コロナウイルス

の感染拡大により一時休館に。再開館後も外出自粛が続き、
紹介することができませんでした。そんなこんなで一年越し！
今月のにじいろでは「音楽プラザ」をご紹介いたします♪

いかがでしたか？音楽をはじめとした芸術分野の練習といえば音楽プラザ♪練習施設をお探しの方は、ぜひ
ご利用ください。なお、空き状況などの詳細は直接お問合せくださいませ。（TEL：052-331-6041）

金山総合駅から徒歩6分！音楽練習をはじめとした様々な芸術分野の練習にぴったりな施設です。音楽プラザとは…？

合奏場

合奏場 音楽プラザ 外観 大リハーサル室

中リハーサル室 第1控室 第2控室合奏場 見学室

ひな段が設置されており、優れた音響空間の中で本番さ
ながらの本格的な音楽練習が可能。上の階には練習のよ
うすを見学できる見学室がある。

● グランドピアノ（ヤマハ）　● 音響セット
● チェンバロ（ナーゲル） 　　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 6,000円～16,800円

中リハーサル室
一方に鏡が設置されており、音楽だけでなく舞踊や演劇
等の練習も可能。

● アップライトピアノ（カワイ）
● 音響セット　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 1,800円～5,000円

大リハーサル室
約230㎡の広さがあり、本格的なグランドピアノも設置。
音楽を中心に、大人数によるさまざまな舞台芸術の練習
が可能。

● グランドピアノ（ベーゼンドルファー） ● 音響セット
● アップライトピアノ（カワイ） 　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 2,800円～7,800円

第1・2控室
打ち合わせや研修などリーズナブルな料金で使用可能。

● ホワイトボード　● 液晶モニター
● BDプレイヤー など

[貸出備品]

[使 用 料]（第1控室）700円～2,100円（第2控室）600円～1,800円

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
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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
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営業時間
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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 ]

4月になりましたね！新年度始まりましたが、なにか新しいことを
はじめる予定はありますか？私は、音楽コラボアプリにはまってい
ます。アプリ内で演奏された音楽に自分の演奏を重ねてコラボを楽
しむというようなものです。自分の演奏や、声にエフェクトをかけ
る機能などもあり、とても面白いです！なかなか外出がしづらい状
況が続いていますが、おうち時間の1つとして新しい方法で、誰かと
一緒に演奏をするということを楽しんでいます♪　　 　　〔迫田〕

42021
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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

2021.4 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 4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 8ｍ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会
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20

22

24

29

(日)

(水)

(木)

(月)

(土)

(日)

(火)

(木)

(土)

(木・祝)

南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］

13:00～15:00

18:30～未定

13:00～未定

9:30～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

18:30～20:50

14:00～16:30

17:00～19:00

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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(土)

(火)

(水)

(木)

(金)

(火)

(木)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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4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

●死ぬまでにやってみたいことの一つに「宇宙旅行」
があります。
●私は現在20代後半。このまま順調に宇宙旅行ビジ
ネスが進んだとしても、おそらくよほどのお金持ちで
ない限り難しい。なので、この夢は来世に託したいと
思っていたわけなんですが、JAXAが今年の秋ごろ13
年ぶりに宇宙飛行士を募集することを発表しました。
●いつの時代も憧れの職業にランクインする「宇宙飛
行士」。なるためには厳しい条件をクリアしなければ
ならず、それはそれは非常に狭き門。しかし、今回の
募集からその厳しい条件の緩和を検討しているんだ
そうです。たとえば「自然科学系の大学卒業以上」とし
ていた条件が「大学、短大、高専、専門学校卒業以上」
とされたり、泳力や教養に関する条件が削除されたり
…まだまだ検討中なんだそうですが、あれ？もしかし
たら私も応募だけならできるのかも…？と実際になれ
るわけないことは分かっていますが（笑）夢を見るだ
けは自由ですから、なんだかワクワクしてしまいます。
●こうして裾野が広がり、学歴など関係なく優秀な
人たちが宇宙飛行士になることで、今後の宇宙開発
が進み、来世に託した宇宙旅行の夢が生きている間
に叶うのかもしれないと思うと、とても楽しみでなり
ません。

　お芝居のタイトルにして、幕引きの台詞。孤児のヘ
レナは王の病を治し、片思いの相手のバートラム伯爵
との婚姻の権利を認められるが、身分違いの結婚に
不服なバートラム伯爵は無理な条件を突きつけて義
勇兵として旅立ってしまう。ヘレナは知恵と並外れた
行動力で見事に問題をクリアし、ついには夫を手に入
れます。
　さて、この「シェイクスピアはいかが？」のコラムも、
なんとか一年の掲載を終えることができました。私の
力不足ゆえに偉大なシェイクスピアの魅力を伝えきれ
なかったこともあったかもしれませんが、もし少しでも
シェイクスピア作品に興味を持っていただけたのなら
幸い。最後はこの台詞で〆たいと思います。
「終わり良ければ、すべて良し」

終わり良ければ、すべて良し。
『終わり良ければすべて良し』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

20XX年  宇宙の旅！？

[Writer 澤地]

リスト・フランツ
〈1811～1886年〉

ハンガリー生まれ。11歳の時、ウィーン
へ移住し音楽院に入学。19歳の時、
ヴァイオリンの名手‘パガニーニ’の演
奏に感銘を受け、ピアノの超絶技巧を
目指す。超絶的なテクニックでピアノを

弾きこなし、「ピアノの魔術師」と称された。また指導者、
作曲家としても活躍。ピアノリサイタルや交響詩の創始
者でもあり、音楽会に大きな功績を遺した彼は、74歳
で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 ラ・カンパネッラ、ハンガリー狂詩曲 など

リスト

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶30ｍ　　❷13ｍ　　❸8ｍ

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・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」探検！体験！バックステージ
ツアー②でも紹介されています！

ヒント

舞台の地下には、舞台上で使うものをしまっている
「奈落（ならく）」という空間があります。「奈落（なら
く）」から舞台までの高さは何メートルでしょうか？

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

高さは何ｍ？高さは何ｍ？

にじいろ

音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？
昨年の4月号で＜市民会館を使用してみませんか？＞と題して、
市民会館の各施設の紹介をしました。その翌5月号では音楽プ
ラザの各施設について紹介する予定でしたが、、、コロナウイルス

の感染拡大により一時休館に。再開館後も外出自粛が続き、
紹介することができませんでした。そんなこんなで一年越し！
今月のにじいろでは「音楽プラザ」をご紹介いたします♪

いかがでしたか？音楽をはじめとした芸術分野の練習といえば音楽プラザ♪練習施設をお探しの方は、ぜひ
ご利用ください。なお、空き状況などの詳細は直接お問合せくださいませ。（TEL：052-331-6041）

金山総合駅から徒歩6分！音楽練習をはじめとした様々な芸術分野の練習にぴったりな施設です。音楽プラザとは…？

合奏場

合奏場 音楽プラザ 外観 大リハーサル室

中リハーサル室 第1控室 第2控室合奏場 見学室

ひな段が設置されており、優れた音響空間の中で本番さ
ながらの本格的な音楽練習が可能。上の階には練習のよ
うすを見学できる見学室がある。

● グランドピアノ（ヤマハ）　● 音響セット
● チェンバロ（ナーゲル） 　　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 6,000円～16,800円

中リハーサル室
一方に鏡が設置されており、音楽だけでなく舞踊や演劇
等の練習も可能。

● アップライトピアノ（カワイ）
● 音響セット　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 1,800円～5,000円

大リハーサル室
約230㎡の広さがあり、本格的なグランドピアノも設置。
音楽を中心に、大人数によるさまざまな舞台芸術の練習
が可能。

● グランドピアノ（ベーゼンドルファー） ● 音響セット
● アップライトピアノ（カワイ） 　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 2,800円～7,800円

第1・2控室
打ち合わせや研修などリーズナブルな料金で使用可能。

● ホワイトボード　● 液晶モニター
● BDプレイヤー など

[貸出備品]

[使 用 料]（第1控室）700円～2,100円（第2控室）600円～1,800円

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 ]

4月になりましたね！新年度始まりましたが、なにか新しいことを
はじめる予定はありますか？私は、音楽コラボアプリにはまってい
ます。アプリ内で演奏された音楽に自分の演奏を重ねてコラボを楽
しむというようなものです。自分の演奏や、声にエフェクトをかけ
る機能などもあり、とても面白いです！なかなか外出がしづらい状
況が続いていますが、おうち時間の1つとして新しい方法で、誰かと
一緒に演奏をするということを楽しんでいます♪　　 　　〔迫田〕

42021
60VOL.

〈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

2021.4 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 4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 8ｍ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会

4

7

8

12

17

18

20

22

24

29

(日)

(水)

(木)

(月)

(土)

(日)

(火)

(木)

(土)

(木・祝)

南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］

13:00～15:00

18:30～未定

13:00～未定

9:30～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

18:30～20:50

14:00～16:30

17:00～19:00

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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(金)
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ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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

2021.4 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 4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 8ｍ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会
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南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］

13:00～15:00

18:30～未定

13:00～未定

9:30～12:00

13:00～16:00
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18:30～未定

18:30～20:50

14:00～16:30

17:00～19:00

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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
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インフォメーション 4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 8ｍ
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クイズの答え ❸▶ QRコードを読み取るか、下記キーワードで検索してください。
日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会
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南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］
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Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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

2021.4 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 4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 8ｍ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会
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(日)

(水)

(木)

(月)

(土)

(日)

(火)

(木)

(土)

(木・祝)

南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］

13:00～15:00

18:30～未定

13:00～未定

9:30～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

18:30～20:50

14:00～16:30

17:00～19:00

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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23

24

25
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(土)

(火)

(水)

(木)

(金)

(火)

(木)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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

2021.4 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 4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 8ｍ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会
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(日)

(水)

(木)

(月)

(土)

(日)

(火)

(木)

(土)

(木・祝)

南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］

13:00～15:00

18:30～未定

13:00～未定

9:30～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

18:30～20:50

14:00～16:30

17:00～19:00

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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(土)

(火)
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(金)

(火)

(木)

(土)
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(月)

(金)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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4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

●死ぬまでにやってみたいことの一つに「宇宙旅行」
があります。
●私は現在20代後半。このまま順調に宇宙旅行ビジ
ネスが進んだとしても、おそらくよほどのお金持ちで
ない限り難しい。なので、この夢は来世に託したいと
思っていたわけなんですが、JAXAが今年の秋ごろ13
年ぶりに宇宙飛行士を募集することを発表しました。
●いつの時代も憧れの職業にランクインする「宇宙飛
行士」。なるためには厳しい条件をクリアしなければ
ならず、それはそれは非常に狭き門。しかし、今回の
募集からその厳しい条件の緩和を検討しているんだ
そうです。たとえば「自然科学系の大学卒業以上」とし
ていた条件が「大学、短大、高専、専門学校卒業以上」
とされたり、泳力や教養に関する条件が削除されたり
…まだまだ検討中なんだそうですが、あれ？もしかし
たら私も応募だけならできるのかも…？と実際になれ
るわけないことは分かっていますが（笑）夢を見るだ
けは自由ですから、なんだかワクワクしてしまいます。
●こうして裾野が広がり、学歴など関係なく優秀な
人たちが宇宙飛行士になることで、今後の宇宙開発
が進み、来世に託した宇宙旅行の夢が生きている間
に叶うのかもしれないと思うと、とても楽しみでなり
ません。

　お芝居のタイトルにして、幕引きの台詞。孤児のヘ
レナは王の病を治し、片思いの相手のバートラム伯爵
との婚姻の権利を認められるが、身分違いの結婚に
不服なバートラム伯爵は無理な条件を突きつけて義
勇兵として旅立ってしまう。ヘレナは知恵と並外れた
行動力で見事に問題をクリアし、ついには夫を手に入
れます。
　さて、この「シェイクスピアはいかが？」のコラムも、
なんとか一年の掲載を終えることができました。私の
力不足ゆえに偉大なシェイクスピアの魅力を伝えきれ
なかったこともあったかもしれませんが、もし少しでも
シェイクスピア作品に興味を持っていただけたのなら
幸い。最後はこの台詞で〆たいと思います。
「終わり良ければ、すべて良し」

終わり良ければ、すべて良し。
『終わり良ければすべて良し』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

20XX年  宇宙の旅！？

[Writer 澤地]

リスト・フランツ
〈1811～1886年〉

ハンガリー生まれ。11歳の時、ウィーン
へ移住し音楽院に入学。19歳の時、
ヴァイオリンの名手‘パガニーニ’の演
奏に感銘を受け、ピアノの超絶技巧を
目指す。超絶的なテクニックでピアノを

弾きこなし、「ピアノの魔術師」と称された。また指導者、
作曲家としても活躍。ピアノリサイタルや交響詩の創始
者でもあり、音楽会に大きな功績を遺した彼は、74歳
で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 ラ・カンパネッラ、ハンガリー狂詩曲 など

リスト

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶30ｍ　　❷13ｍ　　❸8ｍ

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・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」探検！体験！バックステージ
ツアー②でも紹介されています！

ヒント

舞台の地下には、舞台上で使うものをしまっている
「奈落（ならく）」という空間があります。「奈落（なら
く）」から舞台までの高さは何メートルでしょうか？

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

高さは何ｍ？高さは何ｍ？

にじいろ

音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？
昨年の4月号で＜市民会館を使用してみませんか？＞と題して、
市民会館の各施設の紹介をしました。その翌5月号では音楽プ
ラザの各施設について紹介する予定でしたが、、、コロナウイルス

の感染拡大により一時休館に。再開館後も外出自粛が続き、
紹介することができませんでした。そんなこんなで一年越し！
今月のにじいろでは「音楽プラザ」をご紹介いたします♪

いかがでしたか？音楽をはじめとした芸術分野の練習といえば音楽プラザ♪練習施設をお探しの方は、ぜひ
ご利用ください。なお、空き状況などの詳細は直接お問合せくださいませ。（TEL：052-331-6041）

金山総合駅から徒歩6分！音楽練習をはじめとした様々な芸術分野の練習にぴったりな施設です。音楽プラザとは…？

合奏場

合奏場 音楽プラザ 外観 大リハーサル室

中リハーサル室 第1控室 第2控室合奏場 見学室

ひな段が設置されており、優れた音響空間の中で本番さ
ながらの本格的な音楽練習が可能。上の階には練習のよ
うすを見学できる見学室がある。

● グランドピアノ（ヤマハ）　● 音響セット
● チェンバロ（ナーゲル） 　　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 6,000円～16,800円

中リハーサル室
一方に鏡が設置されており、音楽だけでなく舞踊や演劇
等の練習も可能。

● アップライトピアノ（カワイ）
● 音響セット　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 1,800円～5,000円

大リハーサル室
約230㎡の広さがあり、本格的なグランドピアノも設置。
音楽を中心に、大人数によるさまざまな舞台芸術の練習
が可能。

● グランドピアノ（ベーゼンドルファー） ● 音響セット
● アップライトピアノ（カワイ） 　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 2,800円～7,800円

第1・2控室
打ち合わせや研修などリーズナブルな料金で使用可能。

● ホワイトボード　● 液晶モニター
● BDプレイヤー など

[貸出備品]

[使 用 料]（第1控室）700円～2,100円（第2控室）600円～1,800円

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
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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 ]

4月になりましたね！新年度始まりましたが、なにか新しいことを
はじめる予定はありますか？私は、音楽コラボアプリにはまってい
ます。アプリ内で演奏された音楽に自分の演奏を重ねてコラボを楽
しむというようなものです。自分の演奏や、声にエフェクトをかけ
る機能などもあり、とても面白いです！なかなか外出がしづらい状
況が続いていますが、おうち時間の1つとして新しい方法で、誰かと
一緒に演奏をするということを楽しんでいます♪　　　　〔迫田〕

42021
60VOL.

〈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

2021.4 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 4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 8ｍ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会
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(水)

(木)

(月)

(土)

(日)

(火)

(木)

(土)

(木・祝)

南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］

13:00～15:00

18:30～未定

13:00～未定

9:30～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

18:30～20:50

14:00～16:30

17:00～19:00

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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(金)

(火)
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(月)

(金)

(土)

(日)

(金)

ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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
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インフォメーション 4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 8ｍ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会
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南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］

13:00～15:00

18:30～未定

13:00～未定

9:30～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

18:30～20:50

14:00～16:30

17:00～19:00

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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4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

●死ぬまでにやってみたいことの一つに「宇宙旅行」
があります。
●私は現在20代後半。このまま順調に宇宙旅行ビジ
ネスが進んだとしても、おそらくよほどのお金持ちで
ない限り難しい。なので、この夢は来世に託したいと
思っていたわけなんですが、JAXAが今年の秋ごろ13
年ぶりに宇宙飛行士を募集することを発表しました。
●いつの時代も憧れの職業にランクインする「宇宙飛
行士」。なるためには厳しい条件をクリアしなければ
ならず、それはそれは非常に狭き門。しかし、今回の
募集からその厳しい条件の緩和を検討しているんだ
そうです。たとえば「自然科学系の大学卒業以上」とし
ていた条件が「大学、短大、高専、専門学校卒業以上」
とされたり、泳力や教養に関する条件が削除されたり
…まだまだ検討中なんだそうですが、あれ？もしかし
たら私も応募だけならできるのかも…？と実際になれ
るわけないことは分かっていますが（笑）夢を見るだ
けは自由ですから、なんだかワクワクしてしまいます。
●こうして裾野が広がり、学歴など関係なく優秀な
人たちが宇宙飛行士になることで、今後の宇宙開発
が進み、来世に託した宇宙旅行の夢が生きている間
に叶うのかもしれないと思うと、とても楽しみでなり
ません。

　お芝居のタイトルにして、幕引きの台詞。孤児のヘ
レナは王の病を治し、片思いの相手のバートラム伯爵
との婚姻の権利を認められるが、身分違いの結婚に
不服なバートラム伯爵は無理な条件を突きつけて義
勇兵として旅立ってしまう。ヘレナは知恵と並外れた
行動力で見事に問題をクリアし、ついには夫を手に入
れます。
　さて、この「シェイクスピアはいかが？」のコラムも、
なんとか一年の掲載を終えることができました。私の
力不足ゆえに偉大なシェイクスピアの魅力を伝えきれ
なかったこともあったかもしれませんが、もし少しでも
シェイクスピア作品に興味を持っていただけたのなら
幸い。最後はこの台詞で〆たいと思います。
「終わり良ければ、すべて良し」

終わり良ければ、すべて良し。
『終わり良ければすべて良し』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

20XX年  宇宙の旅！？

[Writer 澤地]

リスト・フランツ
〈1811～1886年〉

ハンガリー生まれ。11歳の時、ウィーン
へ移住し音楽院に入学。19歳の時、
ヴァイオリンの名手‘パガニーニ’の演
奏に感銘を受け、ピアノの超絶技巧を
目指す。超絶的なテクニックでピアノを

弾きこなし、「ピアノの魔術師」と称された。また指導者、
作曲家としても活躍。ピアノリサイタルや交響詩の創始
者でもあり、音楽会に大きな功績を遺した彼は、74歳
で生涯を終えた。

[Writer 渡邉]

代表作 ラ・カンパネッラ、ハンガリー狂詩曲 など

リスト

Q 市民会館・音楽プラザをクイズ形式で紹介

❶30ｍ　　❷13ｍ　　❸8ｍ

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・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル
「かなやまにじいろ」探検！体験！バックステージ
ツアー②でも紹介されています！

ヒント

舞台の地下には、舞台上で使うものをしまっている
「奈落（ならく）」という空間があります。「奈落（なら
く）」から舞台までの高さは何メートルでしょうか？

なにこれ？
ここどこ？？
なにこれ？
ここどこ？？クイズ

高さは何ｍ？高さは何ｍ？

にじいろ

音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？音楽プラザを使用してみませんか？
昨年の4月号で＜市民会館を使用してみませんか？＞と題して、
市民会館の各施設の紹介をしました。その翌5月号では音楽プ
ラザの各施設について紹介する予定でしたが、、、コロナウイルス

の感染拡大により一時休館に。再開館後も外出自粛が続き、
紹介することができませんでした。そんなこんなで一年越し！
今月のにじいろでは「音楽プラザ」をご紹介いたします♪

いかがでしたか？音楽をはじめとした芸術分野の練習といえば音楽プラザ♪練習施設をお探しの方は、ぜひ
ご利用ください。なお、空き状況などの詳細は直接お問合せくださいませ。（TEL：052-331-6041）

金山総合駅から徒歩6分！音楽練習をはじめとした様々な芸術分野の練習にぴったりな施設です。音楽プラザとは…？

合奏場

合奏場 音楽プラザ 外観 大リハーサル室

中リハーサル室 第1控室 第2控室合奏場 見学室

ひな段が設置されており、優れた音響空間の中で本番さ
ながらの本格的な音楽練習が可能。上の階には練習のよ
うすを見学できる見学室がある。

● グランドピアノ（ヤマハ）　● 音響セット
● チェンバロ（ナーゲル） 　　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 6,000円～16,800円

中リハーサル室
一方に鏡が設置されており、音楽だけでなく舞踊や演劇
等の練習も可能。

● アップライトピアノ（カワイ）
● 音響セット　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 1,800円～5,000円

大リハーサル室
約230㎡の広さがあり、本格的なグランドピアノも設置。
音楽を中心に、大人数によるさまざまな舞台芸術の練習
が可能。

● グランドピアノ（ベーゼンドルファー） ● 音響セット
● アップライトピアノ（カワイ） 　● 譜面台 など

[貸出備品]

[使 用 料] 2,800円～7,800円

第1・2控室
打ち合わせや研修などリーズナブルな料金で使用可能。

● ホワイトボード　● 液晶モニター
● BDプレイヤー など

[貸出備品]

[使 用 料]（第1控室）700円～2,100円（第2控室）600円～1,800円

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
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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 ]

4月になりましたね！新年度始まりましたが、なにか新しいことを
はじめる予定はありますか？私は、音楽コラボアプリにはまってい
ます。アプリ内で演奏された音楽に自分の演奏を重ねてコラボを楽
しむというようなものです。自分の演奏や、声にエフェクトをかけ
る機能などもあり、とても面白いです！なかなか外出がしづらい状
況が続いていますが、おうち時間の1つとして新しい方法で、誰かと
一緒に演奏をするということを楽しんでいます♪　　　　〔迫田〕
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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

2021.4 NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAI ATION

インフォメーション 4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 8ｍ

なにこれ？ここどこ？？なにこれ？ここどこ？？

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

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

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　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

4月1日(木) 4月1日(木)

◆ 点検日 4月14日（水）・26日（月） ◆ 点検日 4月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 5月分

（3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。

（3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：グリンカ/歌劇『ルスランとリュドミラ』序曲
　　　リスト/交響詩『前奏曲』S.97
　　　ビゼー[ギロー編]/劇音楽『アルルの女』第2組曲　ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）

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

第76回市民会館名曲シリーズ
<小泉和裕のマイ・フェイヴァリット・ピース>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館フォレストホール
プラチナ席7,900円～D席1,600円 ほか

［ 4/7（水）18：45開演 ］

曲名：モーツァルト/ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調K.218*
　　　ショスタコーヴィチ/交響曲第11番ト短調 作品103『1905年』
指揮：沼尻竜典
ヴァイオリン：神尾真由子*

第489回定期演奏会
<沼尻竜典のショスタコーヴィチ#11>

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

［ 4/23（金）18：45開演、4/24（土）16：00開演 ］

第39回ジョイントコンサート

イン・ザ・ハイツ

株式会社アトコ55期　経営方針発表会
株式会社トランサット33期　経営方針発表会

日本人のへそ

BROADWAY MUSICAL
「きみはいい人、チャーリー・ブラウン」 

災害復興支援チャリティーコンサート2021

名古屋民族舞踊研究
かすりの会　2021公演

千種高校吹奏楽部第18回定期演奏会
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南山中学・高等学校男子部ブラスバンド部・
女子部器楽部
052-831-0704

シーエイティプロデュース/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)

株式会社アトコ
052-871-1651

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）

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

名古屋地区ロータリークラブ合唱団連合会
（問）名古屋大須ロータリー事務局
TEL：052-251-0181
FAX：052-251-0337

名古屋民族舞踊研究　かすりの会
菱川玲子 090-1826-8518

愛知県立千種高等学校　吹奏学部
052-771-2121

関係者のみ

全席指定:12,000円

関係者のみ

全席指定:10,000円
U-25チケット:5,000円

全席指定:11,000円

入場無料
要整理券

一般　2,000円　　
75歳以上　1,500円
小・中・高・障碍者 1,000円

入場自由

［3月15日現在］

13:00～15:00

18:30～未定

13:00～未定

9:30～12:00

13:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

18:30～20:50

14:00～16:30

17:00～19:00

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」

トヨタ自動車安全衛生協力会
第61回定期総会

第76回市民会館名曲シリーズ

令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校熱田校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
名古屋工学院専門学校入学式
令和3年度 学校法人電波学園
東海工業専門学校金山校入学式

2021年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

50th Anniversary
五木ひろしメモリアルコンサート

魔進戦隊キラメイジャー
ファイナルライブツアー2021

舟木一夫コンサート2021

令和3年度愛知産業大学工業高等学校
新入生歓迎会

アロハ南サークル
第18回フラ・フェスティバル

masayuki suzuki
taste of martini tour 2020/21
 ～ALL TIME ROCK'N ROLL～
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ハートランドスタジオ
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

トヨタ自動車安全衛生協力会
0565-28-2050

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団
（問）名フィル・チケットガイド
052-339-5666(9:00～17:30土日祝休）

学校法人電波学園
052-681-2299

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166 （平日10時～18時)

メ～テレ/東映
（問）メ～テレ　052-331-9966
（平日10:00～18:00）

東海ラジオ放送／鵜飼興業／アイエス
（問）鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911

アロハ南サークル
090-7300-8118

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

7,500円

関係者のみ

プラチナ席:7,900円  S席:5,200円
A席:4,200円  B席:3,200円
C席:2,200円  D席:1,600円
Y席:1,000円（25歳以下対象・当日券のみ）

関係者のみ

関係者のみ

全席指定:7,800円

6,500円

全席指定:8,000円

関係者のみ

無観客にて

全席指定:8,800円

①15:00～未定
②18:15～未定

13:30～15:32

18:45～20:45

10:30～12:00

13:30～15:00

10:30～12:00

13:30～15:00

13:00～16:30

13:00～15:00
17:00～19:00

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

10:00～11:40
13:15～14:55
16:30～18:10

14:00～16:20

12:40～15:30

13:00～16:45

11:00～15:30

18:30～未定

［3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


