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　今年度が始まり、1か月が経とうとしています。みな
さん何か新たな変化はありましたでしょうか？昨年の
今頃は、コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事
態宣言中で休館していたことを思い出します。初め
てのことで、これからどうなってしまうのかわからな
い不安でいっぱいだったように思います。
　さて、市民会館・音楽プラザでは、毎月発行してい
るにじいろのコラムページ担当者が変わり、今月か
ら新たなコラムコーナーが始まりました！毎年、年度
末の3月に来年度どんなコラムを企画して、どんなこ

とを1年間発信していくか話し合います。今年度はに
じいろ担当者だけではなく、他のスタッフも巻き込み
ながら毎月の発行に向けて動いていきたいと思いま
す。Monthly columnもそうですが、金田一の突撃
インタビューコーナーでも、会館で働くスタッフの日
常が垣間見えるかもしれません♪1年間、にじいろを
手に取っていただけるみなさんに、読んでいて楽し
いページをお届けできれば幸いです。ホームページ
やYouTube・Facebookなどでも随時、様々な情
報をお届けしていきますのでどうぞ、お楽しみに！

コラムページリニューアル！！
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

端午の節句 [柏餅]

コロナが続く中、何か新しく始めてみた事
や、興味があることはありますか？

一般的なスーパーで揃う食材を使い、お手
軽アジア料理です。

面白そうですね！始めたきっかけは何ですか？

普段は旅行で、本場の味を楽しみたいので
すが、このコロナ禍の中で、旅行ができな
くなりました。少しでも旅をした気分を味わ
いたく思い、アジア料理を作ってみました！

そうですね、旅行ができないのは残念です
ね・・・ちなみに、何を作ったのですか？

台湾の鹹豆漿（シェントウジャン）です。器に
黒酢、しょうゆ、ごま油、を用意して、沸騰直
前まで温めた豆乳を注ぐと、お酢の作用で
豆乳が固まり、台湾風のおぼろ豆腐ができ
て完成です。手軽で簡単にできてオススメ
です。

この状況下で会館職員はどのように過ごして
いるのか。今回は、栗木さんに取材してきました！
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インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　端午の節句に柏餅を食べる習慣は、江戸時代から始まっ
たと言われています。柏の葉は新しい芽が育つまで古い葉
が落ちない特徴から、新しい葉を子、古い葉を親に見立て
「家系が絶えない」「子孫繁栄」と結びつけ、縁起の良い食べ
物とされました。家系が途絶えることは死活問題だった武家
社会ならではの縁起担ぎだったのではないでしょうか。
　関東周辺の地域には、柏餅に味噌餡があるとのこと。白餡
に味噌とみりんを加えて練りこまれていて味噌の塩気が絶
妙だそうで、是非とも一度味わってみたいものです。

「サブカルチャーの世界をのぞこう！」第１回目ですが、
皆様にご覧になっていただくうえで、まずは「サブカ
ルチャーとはなんぞや？」という出発点から始めたい
と思います。メインカルチャーと対比される言葉で、
ある文化の支配的・中心的文化ではなく一部の人々
を担い手とする文化、とされるのがサブカルチャーで
す。具体例を挙げればアニメ・漫画・コスプレなどなど
…。今日お耳に入ることも多くなってきた言葉だと思
いますが、知らない方からすれば全く未知の世界。そ
んなサブカルチャーの世界をわずかながらですが紹
介したいと思います！
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サブカルチャーとは
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会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！
昨年の4月に市民会館・音楽プラザのホームページがリニューアルしました。

会館のホームページには、どこに、どんなことが載っているのか、そなた支配人と一緒にチェックしてみよう！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

❶ トップメニュー
市民会館と音楽プラザのページの切り替えが
できるよ。知りたいことに合わせてボタンを押
してね。
グレーのメニューボタンにカーソルを当てる
と、さらに細かいメニューが下に表示されるよ。

❷ TOPバナー
写真と画像が数秒ごとに変わるよ。YouTube
と、にじいろの画像はクリックできるんだ。
公式YouTubeチャンネル・Web版にじいろ、
ぜひ、見てみてね！会館主催イベントの参加募
集情報なども随時、更新されるよ！

❸ 重要なお知らせ
施設を利用するときに、必ずチェックしてほし
い重要なポイント！！
会館からの重要なお知らせや、名古屋市のガ
イドラインなどが載っているよ。
 
❹ 自主事業
会館主催のイベント開催情報をPICK UP（ピッ
クアップ）！
「チラシ画像」や「詳しくはこちら」ボタンを押し
てね。イベントの詳しい情報が載っている、自
主事業ページにとぶことができるよ。

❺ お知らせ・Facebook
■ お知らせ
毎月、定期的に更新しているお知らせの一覧
が表示されているよ。（イベントカレンダー・施
設点検日のお知らせなど）
■ Facebook
会館主催のイベント情報やYouTubeの動画
投稿のお知らせ更新！また、季節ごとの飾りつ
けや、会館での出来事なども写真付きで投稿
しているよ。
市民会館・音楽プラザFacebookページへの
「いいね」お待ちしています！

❻ 施設概要ボタン
施設の詳しい概要や情報が載っているページ
にとべるよ！使いたいお部屋が決まっていると
きに便利です。

❼ サイドバナー
注目は「バーチャルビューイング」（市民会館の
み）ホール内のパノラマ画像を見ることができ
るんだ。ホールの客席・ステージを見たい時に、
覗いてみてね！「市民会館開館45周年記念」
は、市民会館の歴史を知ることができるよ。「施
設ガイド」もあるので、要チェック！

日本特殊陶業市民会館 検索

そなた支配人
公式マスコットキャラクター
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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 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

4 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

5 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

6 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

7 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）

8 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

年中無休

年中無休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業

19 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

18 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

17 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

16 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

15 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

14 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

13 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

12 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

11 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

10 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

9 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00

コンタクトレンズ、ケア用品
20％off

元日休業
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営業時間

営業時間

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 [Writer:澤地]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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未だに毎日悩むのが、マスクの下の化粧をどこまでするのか、という
こと。しなくても良いような気がするけど、何もしないと逆に肌が荒
れるし、日焼けも気になる。かといって、普通にするとすぐ崩れてしま
うし、布マスクの汚れを落とすのも面倒くさい。些細だけれど毎日の
ことだから地味にストレスを感じています。皆さんは完全にした状態
を100とするなら何％くらいまでしていますか？良い方法があれば
ぜひ教えてください！(笑)
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ぜひ、見てみてね！会館主催イベントの参加募
集情報なども随時、更新されるよ！

❸ 重要なお知らせ
施設を利用するときに、必ずチェックしてほし
い重要なポイント！！
会館からの重要なお知らせや、名古屋市のガ
イドラインなどが載っているよ。
 
❹ 自主事業
会館主催のイベント開催情報をPICK UP（ピッ
クアップ）！
「チラシ画像」や「詳しくはこちら」ボタンを押し
てね。イベントの詳しい情報が載っている、自
主事業ページにとぶことができるよ。

❺ お知らせ・Facebook
■ お知らせ
毎月、定期的に更新しているお知らせの一覧
が表示されているよ。（イベントカレンダー・施
設点検日のお知らせなど）
■ Facebook
会館主催のイベント情報やYouTubeの動画
投稿のお知らせ更新！また、季節ごとの飾りつ
けや、会館での出来事なども写真付きで投稿
しているよ。
市民会館・音楽プラザFacebookページへの
「いいね」お待ちしています！

❻ 施設概要ボタン
施設の詳しい概要や情報が載っているページ
にとべるよ！使いたいお部屋が決まっていると
きに便利です。

❼ サイドバナー
注目は「バーチャルビューイング」（市民会館の
み）ホール内のパノラマ画像を見ることができ
るんだ。ホールの客席・ステージを見たい時に、
覗いてみてね！「市民会館開館45周年記念」
は、市民会館の歴史を知ることができるよ。「施
設ガイド」もあるので、要チェック！

日本特殊陶業市民会館 検索

そなた支配人
公式マスコットキャラクター
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アスナル金山

5 19～～

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 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

4 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

5 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

6 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

7 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）

8 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

年中無休

年中無休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業

19 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

18 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

17 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

16 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

15 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

14 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

13 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

12 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

11 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

10 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

9 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

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 [Writer:澤地]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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未だに毎日悩むのが、マスクの下の化粧をどこまでするのか、という
こと。しなくても良いような気がするけど、何もしないと逆に肌が荒
れるし、日焼けも気になる。かといって、普通にするとすぐ崩れてしま
うし、布マスクの汚れを落とすのも面倒くさい。些細だけれど毎日の
ことだから地味にストレスを感じています。皆さんは完全にした状態
を100とするなら何％くらいまでしていますか？良い方法があれば
ぜひ教えてください！(笑)

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年5月末日迄

n i j i

2021

i r o

にじいろ
お得に満喫

詳しくは裏面を
CHECK!!

クーポン

にじいろクーポン
お得に満喫

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。

※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

にじいろクーポン
お得に満喫

にじいろ T O P I C S

にじいろマンスリーコラム

　今年度が始まり、1か月が経とうとしています。みな
さん何か新たな変化はありましたでしょうか？昨年の
今頃は、コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事
態宣言中で休館していたことを思い出します。初め
てのことで、これからどうなってしまうのかわからな
い不安でいっぱいだったように思います。
　さて、市民会館・音楽プラザでは、毎月発行してい
るにじいろのコラムページ担当者が変わり、今月か
ら新たなコラムコーナーが始まりました！毎年、年度
末の3月に来年度どんなコラムを企画して、どんなこ

とを1年間発信していくか話し合います。今年度はに
じいろ担当者だけではなく、他のスタッフも巻き込み
ながら毎月の発行に向けて動いていきたいと思いま
す。Monthly columnもそうですが、金田一の突撃
インタビューコーナーでも、会館で働くスタッフの日
常が垣間見えるかもしれません♪1年間、にじいろを
手に取っていただけるみなさんに、読んでいて楽し
いページをお届けできれば幸いです。ホームページ
やYouTube・Facebookなどでも随時、様々な情
報をお届けしていきますのでどうぞ、お楽しみに！

コラムページリニューアル！！
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

端午の節句 [柏餅]

コロナが続く中、何か新しく始めてみた事
や、興味があることはありますか？

一般的なスーパーで揃う食材を使い、お手
軽アジア料理です。

面白そうですね！始めたきっかけは何ですか？

普段は旅行で、本場の味を楽しみたいので
すが、このコロナ禍の中で、旅行ができな
くなりました。少しでも旅をした気分を味わ
いたく思い、アジア料理を作ってみました！

そうですね、旅行ができないのは残念です
ね・・・ちなみに、何を作ったのですか？

台湾の鹹豆漿（シェントウジャン）です。器に
黒酢、しょうゆ、ごま油、を用意して、沸騰直
前まで温めた豆乳を注ぐと、お酢の作用で
豆乳が固まり、台湾風のおぼろ豆腐ができ
て完成です。手軽で簡単にできてオススメ
です。

この状況下で会館職員はどのように過ごして
いるのか。今回は、栗木さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一の

Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

Q
A

Q

A

インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　端午の節句に柏餅を食べる習慣は、江戸時代から始まっ
たと言われています。柏の葉は新しい芽が育つまで古い葉
が落ちない特徴から、新しい葉を子、古い葉を親に見立て
「家系が絶えない」「子孫繁栄」と結びつけ、縁起の良い食べ
物とされました。家系が途絶えることは死活問題だった武家
社会ならではの縁起担ぎだったのではないでしょうか。
　関東周辺の地域には、柏餅に味噌餡があるとのこと。白餡
に味噌とみりんを加えて練りこまれていて味噌の塩気が絶
妙だそうで、是非とも一度味わってみたいものです。

「サブカルチャーの世界をのぞこう！」第１回目ですが、
皆様にご覧になっていただくうえで、まずは「サブカ
ルチャーとはなんぞや？」という出発点から始めたい
と思います。メインカルチャーと対比される言葉で、
ある文化の支配的・中心的文化ではなく一部の人々
を担い手とする文化、とされるのがサブカルチャーで
す。具体例を挙げればアニメ・漫画・コスプレなどなど
…。今日お耳に入ることも多くなってきた言葉だと思
いますが、知らない方からすれば全く未知の世界。そ
んなサブカルチャーの世界をわずかながらですが紹
介したいと思います！

催
時記

食
べ
る
の
大
好
き
！

四
季
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ま
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食
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執筆:栗木

サブカルチャーとは
なんぞや？

会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！
昨年の4月に市民会館・音楽プラザのホームページがリニューアルしました。

会館のホームページには、どこに、どんなことが載っているのか、そなた支配人と一緒にチェックしてみよう！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

❶ トップメニュー
市民会館と音楽プラザのページの切り替えが
できるよ。知りたいことに合わせてボタンを押
してね。
グレーのメニューボタンにカーソルを当てる
と、さらに細かいメニューが下に表示されるよ。

❷ TOPバナー
写真と画像が数秒ごとに変わるよ。YouTube
と、にじいろの画像はクリックできるんだ。
公式YouTubeチャンネル・Web版にじいろ、
ぜひ、見てみてね！会館主催イベントの参加募
集情報なども随時、更新されるよ！

❸ 重要なお知らせ
施設を利用するときに、必ずチェックしてほし
い重要なポイント！！
会館からの重要なお知らせや、名古屋市のガ
イドラインなどが載っているよ。
 
❹ 自主事業
会館主催のイベント開催情報をPICK UP（ピッ
クアップ）！
「チラシ画像」や「詳しくはこちら」ボタンを押し
てね。イベントの詳しい情報が載っている、自
主事業ページにとぶことができるよ。

❺ お知らせ・Facebook
■ お知らせ
毎月、定期的に更新しているお知らせの一覧
が表示されているよ。（イベントカレンダー・施
設点検日のお知らせなど）
■ Facebook
会館主催のイベント情報やYouTubeの動画
投稿のお知らせ更新！また、季節ごとの飾りつ
けや、会館での出来事なども写真付きで投稿
しているよ。
市民会館・音楽プラザFacebookページへの
「いいね」お待ちしています！

❻ 施設概要ボタン
施設の詳しい概要や情報が載っているページ
にとべるよ！使いたいお部屋が決まっていると
きに便利です。

❼ サイドバナー
注目は「バーチャルビューイング」（市民会館の
み）ホール内のパノラマ画像を見ることができ
るんだ。ホールの客席・ステージを見たい時に、
覗いてみてね！「市民会館開館45周年記念」
は、市民会館の歴史を知ることができるよ。「施
設ガイド」もあるので、要チェック！

日本特殊陶業市民会館 検索

そなた支配人
公式マスコットキャラクター
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アスナル金山

5 19～～

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 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

4 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

5 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

6 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

7 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）

8 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

年中無休

年中無休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業

19 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

18 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

17 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

16 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

15 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

14 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

13 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

12 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

11 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

10 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

9 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

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 [Writer:澤地]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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未だに毎日悩むのが、マスクの下の化粧をどこまでするのか、という
こと。しなくても良いような気がするけど、何もしないと逆に肌が荒
れるし、日焼けも気になる。かといって、普通にするとすぐ崩れてしま
うし、布マスクの汚れを落とすのも面倒くさい。些細だけれど毎日の
ことだから地味にストレスを感じています。皆さんは完全にした状態
を100とするなら何％くらいまでしていますか？良い方法があれば
ぜひ教えてください！(笑)

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年5月末日迄

n i j i

2021

i r o

にじいろ
お得に満喫

詳しくは裏面を
CHECK!!

クーポン

にじいろクーポン
お得に満喫

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。

※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

にじいろクーポン
お得に満喫

にじいろ T O P I C S

にじいろマンスリーコラム

　今年度が始まり、1か月が経とうとしています。みな
さん何か新たな変化はありましたでしょうか？昨年の
今頃は、コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事
態宣言中で休館していたことを思い出します。初め
てのことで、これからどうなってしまうのかわからな
い不安でいっぱいだったように思います。
　さて、市民会館・音楽プラザでは、毎月発行してい
るにじいろのコラムページ担当者が変わり、今月か
ら新たなコラムコーナーが始まりました！毎年、年度
末の3月に来年度どんなコラムを企画して、どんなこ

とを1年間発信していくか話し合います。今年度はに
じいろ担当者だけではなく、他のスタッフも巻き込み
ながら毎月の発行に向けて動いていきたいと思いま
す。Monthly columnもそうですが、金田一の突撃
インタビューコーナーでも、会館で働くスタッフの日
常が垣間見えるかもしれません♪1年間、にじいろを
手に取っていただけるみなさんに、読んでいて楽し
いページをお届けできれば幸いです。ホームページ
やYouTube・Facebookなどでも随時、様々な情
報をお届けしていきますのでどうぞ、お楽しみに！

コラムページリニューアル！！
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

端午の節句 [柏餅]

コロナが続く中、何か新しく始めてみた事
や、興味があることはありますか？

一般的なスーパーで揃う食材を使い、お手
軽アジア料理です。

面白そうですね！始めたきっかけは何ですか？

普段は旅行で、本場の味を楽しみたいので
すが、このコロナ禍の中で、旅行ができな
くなりました。少しでも旅をした気分を味わ
いたく思い、アジア料理を作ってみました！

そうですね、旅行ができないのは残念です
ね・・・ちなみに、何を作ったのですか？

台湾の鹹豆漿（シェントウジャン）です。器に
黒酢、しょうゆ、ごま油、を用意して、沸騰直
前まで温めた豆乳を注ぐと、お酢の作用で
豆乳が固まり、台湾風のおぼろ豆腐ができ
て完成です。手軽で簡単にできてオススメ
です。

この状況下で会館職員はどのように過ごして
いるのか。今回は、栗木さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一の
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インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　端午の節句に柏餅を食べる習慣は、江戸時代から始まっ
たと言われています。柏の葉は新しい芽が育つまで古い葉
が落ちない特徴から、新しい葉を子、古い葉を親に見立て
「家系が絶えない」「子孫繁栄」と結びつけ、縁起の良い食べ
物とされました。家系が途絶えることは死活問題だった武家
社会ならではの縁起担ぎだったのではないでしょうか。
　関東周辺の地域には、柏餅に味噌餡があるとのこと。白餡
に味噌とみりんを加えて練りこまれていて味噌の塩気が絶
妙だそうで、是非とも一度味わってみたいものです。

「サブカルチャーの世界をのぞこう！」第１回目ですが、
皆様にご覧になっていただくうえで、まずは「サブカ
ルチャーとはなんぞや？」という出発点から始めたい
と思います。メインカルチャーと対比される言葉で、
ある文化の支配的・中心的文化ではなく一部の人々
を担い手とする文化、とされるのがサブカルチャーで
す。具体例を挙げればアニメ・漫画・コスプレなどなど
…。今日お耳に入ることも多くなってきた言葉だと思
いますが、知らない方からすれば全く未知の世界。そ
んなサブカルチャーの世界をわずかながらですが紹
介したいと思います！

催
時記
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！
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執筆:栗木

サブカルチャーとは
なんぞや？

会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！
昨年の4月に市民会館・音楽プラザのホームページがリニューアルしました。

会館のホームページには、どこに、どんなことが載っているのか、そなた支配人と一緒にチェックしてみよう！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

❶ トップメニュー
市民会館と音楽プラザのページの切り替えが
できるよ。知りたいことに合わせてボタンを押
してね。
グレーのメニューボタンにカーソルを当てる
と、さらに細かいメニューが下に表示されるよ。

❷ TOPバナー
写真と画像が数秒ごとに変わるよ。YouTube
と、にじいろの画像はクリックできるんだ。
公式YouTubeチャンネル・Web版にじいろ、
ぜひ、見てみてね！会館主催イベントの参加募
集情報なども随時、更新されるよ！

❸ 重要なお知らせ
施設を利用するときに、必ずチェックしてほし
い重要なポイント！！
会館からの重要なお知らせや、名古屋市のガ
イドラインなどが載っているよ。
 
❹ 自主事業
会館主催のイベント開催情報をPICK UP（ピッ
クアップ）！
「チラシ画像」や「詳しくはこちら」ボタンを押し
てね。イベントの詳しい情報が載っている、自
主事業ページにとぶことができるよ。

❺ お知らせ・Facebook
■ お知らせ
毎月、定期的に更新しているお知らせの一覧
が表示されているよ。（イベントカレンダー・施
設点検日のお知らせなど）
■ Facebook
会館主催のイベント情報やYouTubeの動画
投稿のお知らせ更新！また、季節ごとの飾りつ
けや、会館での出来事なども写真付きで投稿
しているよ。
市民会館・音楽プラザFacebookページへの
「いいね」お待ちしています！

❻ 施設概要ボタン
施設の詳しい概要や情報が載っているページ
にとべるよ！使いたいお部屋が決まっていると
きに便利です。

❼ サイドバナー
注目は「バーチャルビューイング」（市民会館の
み）ホール内のパノラマ画像を見ることができ
るんだ。ホールの客席・ステージを見たい時に、
覗いてみてね！「市民会館開館45周年記念」
は、市民会館の歴史を知ることができるよ。「施
設ガイド」もあるので、要チェック！

日本特殊陶業市民会館 検索

そなた支配人
公式マスコットキャラクター
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アスナル金山

5 19～～

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 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

4 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

5 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

6 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

7 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）

8 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

年中無休

年中無休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業

19 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

18 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

17 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

16 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

15 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

14 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

13 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

12 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

11 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

10 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

9 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

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 [Writer:澤地]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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未だに毎日悩むのが、マスクの下の化粧をどこまでするのか、という
こと。しなくても良いような気がするけど、何もしないと逆に肌が荒
れるし、日焼けも気になる。かといって、普通にするとすぐ崩れてしま
うし、布マスクの汚れを落とすのも面倒くさい。些細だけれど毎日の
ことだから地味にストレスを感じています。皆さんは完全にした状態
を100とするなら何％くらいまでしていますか？良い方法があれば
ぜひ教えてください！(笑)

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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キョード―東海　052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00 (日・祝休)

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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〉
有効期限/2021年5月末日迄

n i j i

2021

i r o

にじいろ
お得に満喫

詳しくは裏面を
CHECK!!

クーポン

にじいろクーポン
お得に満喫

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。

※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

にじいろクーポン
お得に満喫

にじいろ T O P I C S

にじいろマンスリーコラム

　今年度が始まり、1か月が経とうとしています。みな
さん何か新たな変化はありましたでしょうか？昨年の
今頃は、コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事
態宣言中で休館していたことを思い出します。初め
てのことで、これからどうなってしまうのかわからな
い不安でいっぱいだったように思います。
　さて、市民会館・音楽プラザでは、毎月発行してい
るにじいろのコラムページ担当者が変わり、今月か
ら新たなコラムコーナーが始まりました！毎年、年度
末の3月に来年度どんなコラムを企画して、どんなこ

とを1年間発信していくか話し合います。今年度はに
じいろ担当者だけではなく、他のスタッフも巻き込み
ながら毎月の発行に向けて動いていきたいと思いま
す。Monthly columnもそうですが、金田一の突撃
インタビューコーナーでも、会館で働くスタッフの日
常が垣間見えるかもしれません♪1年間、にじいろを
手に取っていただけるみなさんに、読んでいて楽し
いページをお届けできれば幸いです。ホームページ
やYouTube・Facebookなどでも随時、様々な情
報をお届けしていきますのでどうぞ、お楽しみに！

コラムページリニューアル！！
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

端午の節句 [柏餅]

コロナが続く中、何か新しく始めてみた事
や、興味があることはありますか？

一般的なスーパーで揃う食材を使い、お手
軽アジア料理です。

面白そうですね！始めたきっかけは何ですか？

普段は旅行で、本場の味を楽しみたいので
すが、このコロナ禍の中で、旅行ができな
くなりました。少しでも旅をした気分を味わ
いたく思い、アジア料理を作ってみました！

そうですね、旅行ができないのは残念です
ね・・・ちなみに、何を作ったのですか？

台湾の鹹豆漿（シェントウジャン）です。器に
黒酢、しょうゆ、ごま油、を用意して、沸騰直
前まで温めた豆乳を注ぐと、お酢の作用で
豆乳が固まり、台湾風のおぼろ豆腐ができ
て完成です。手軽で簡単にできてオススメ
です。

この状況下で会館職員はどのように過ごして
いるのか。今回は、栗木さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一の

Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

Q
A

Q

A

インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　端午の節句に柏餅を食べる習慣は、江戸時代から始まっ
たと言われています。柏の葉は新しい芽が育つまで古い葉
が落ちない特徴から、新しい葉を子、古い葉を親に見立て
「家系が絶えない」「子孫繁栄」と結びつけ、縁起の良い食べ
物とされました。家系が途絶えることは死活問題だった武家
社会ならではの縁起担ぎだったのではないでしょうか。
　関東周辺の地域には、柏餅に味噌餡があるとのこと。白餡
に味噌とみりんを加えて練りこまれていて味噌の塩気が絶
妙だそうで、是非とも一度味わってみたいものです。

「サブカルチャーの世界をのぞこう！」第１回目ですが、
皆様にご覧になっていただくうえで、まずは「サブカ
ルチャーとはなんぞや？」という出発点から始めたい
と思います。メインカルチャーと対比される言葉で、
ある文化の支配的・中心的文化ではなく一部の人々
を担い手とする文化、とされるのがサブカルチャーで
す。具体例を挙げればアニメ・漫画・コスプレなどなど
…。今日お耳に入ることも多くなってきた言葉だと思
いますが、知らない方からすれば全く未知の世界。そ
んなサブカルチャーの世界をわずかながらですが紹
介したいと思います！

催
時記

食
べ
る
の
大
好
き
！

四
季
折
々
の
食
を

楽
し
み
ま
し
ょ
う

食
の

執筆:栗木

サブカルチャーとは
なんぞや？

会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！
昨年の4月に市民会館・音楽プラザのホームページがリニューアルしました。

会館のホームページには、どこに、どんなことが載っているのか、そなた支配人と一緒にチェックしてみよう！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

❶ トップメニュー
市民会館と音楽プラザのページの切り替えが
できるよ。知りたいことに合わせてボタンを押
してね。
グレーのメニューボタンにカーソルを当てる
と、さらに細かいメニューが下に表示されるよ。

❷ TOPバナー
写真と画像が数秒ごとに変わるよ。YouTube
と、にじいろの画像はクリックできるんだ。
公式YouTubeチャンネル・Web版にじいろ、
ぜひ、見てみてね！会館主催イベントの参加募
集情報なども随時、更新されるよ！

❸ 重要なお知らせ
施設を利用するときに、必ずチェックしてほし
い重要なポイント！！
会館からの重要なお知らせや、名古屋市のガ
イドラインなどが載っているよ。
 
❹ 自主事業
会館主催のイベント開催情報をPICK UP（ピッ
クアップ）！
「チラシ画像」や「詳しくはこちら」ボタンを押し
てね。イベントの詳しい情報が載っている、自
主事業ページにとぶことができるよ。

❺ お知らせ・Facebook
■ お知らせ
毎月、定期的に更新しているお知らせの一覧
が表示されているよ。（イベントカレンダー・施
設点検日のお知らせなど）
■ Facebook
会館主催のイベント情報やYouTubeの動画
投稿のお知らせ更新！また、季節ごとの飾りつ
けや、会館での出来事なども写真付きで投稿
しているよ。
市民会館・音楽プラザFacebookページへの
「いいね」お待ちしています！

❻ 施設概要ボタン
施設の詳しい概要や情報が載っているページ
にとべるよ！使いたいお部屋が決まっていると
きに便利です。

❼ サイドバナー
注目は「バーチャルビューイング」（市民会館の
み）ホール内のパノラマ画像を見ることができ
るんだ。ホールの客席・ステージを見たい時に、
覗いてみてね！「市民会館開館45周年記念」
は、市民会館の歴史を知ることができるよ。「施
設ガイド」もあるので、要チェック！

日本特殊陶業市民会館 検索

そなた支配人
公式マスコットキャラクター
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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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4
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1

アスナル金山

5 19～～

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 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

4 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

5 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

6 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

7 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）

8 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

年中無休

年中無休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業

19 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

18 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

17 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

16 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

15 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

14 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

13 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

12 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

11 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

10 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

9 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

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 [Writer:澤地]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp

にじいろにじいろにじいろにじいろ 5061VOL.
2021

未だに毎日悩むのが、マスクの下の化粧をどこまでするのか、という
こと。しなくても良いような気がするけど、何もしないと逆に肌が荒
れるし、日焼けも気になる。かといって、普通にするとすぐ崩れてしま
うし、布マスクの汚れを落とすのも面倒くさい。些細だけれど毎日の
ことだから地味にストレスを感じています。皆さんは完全にした状態
を100とするなら何％くらいまでしていますか？良い方法があれば
ぜひ教えてください！(笑)

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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キョード―東海　052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00 (日・祝休)

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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

※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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キョード―東海　052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00 (日・祝休)

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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



※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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キョード―東海　052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00 (日・祝休)

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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

※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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キョード―東海　052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00 (日・祝休)

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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

※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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(土)

(日)

(火・祝)

(木)

(土)

(月)
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(土)

(日)

(火)

(水)

(木)

(土)

(日)

(火)

(金)

(土)

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

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

(水・祝)

(木)

（金）

(日)

(水)

(木)

(日)

(木)

(金)

(水)

(木)

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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〉
有効期限/2021年5月末日迄

n i j i

2021

i r o

にじいろ
お得に満喫

詳しくは裏面を
CHECK!!

クーポン

にじいろクーポン
お得に満喫

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。

※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

にじいろクーポン
お得に満喫

にじいろ T O P I C S

にじいろマンスリーコラム

　今年度が始まり、1か月が経とうとしています。みな
さん何か新たな変化はありましたでしょうか？昨年の
今頃は、コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事
態宣言中で休館していたことを思い出します。初め
てのことで、これからどうなってしまうのかわからな
い不安でいっぱいだったように思います。
　さて、市民会館・音楽プラザでは、毎月発行してい
るにじいろのコラムページ担当者が変わり、今月か
ら新たなコラムコーナーが始まりました！毎年、年度
末の3月に来年度どんなコラムを企画して、どんなこ

とを1年間発信していくか話し合います。今年度はに
じいろ担当者だけではなく、他のスタッフも巻き込み
ながら毎月の発行に向けて動いていきたいと思いま
す。Monthly columnもそうですが、金田一の突撃
インタビューコーナーでも、会館で働くスタッフの日
常が垣間見えるかもしれません♪1年間、にじいろを
手に取っていただけるみなさんに、読んでいて楽し
いページをお届けできれば幸いです。ホームページ
やYouTube・Facebookなどでも随時、様々な情
報をお届けしていきますのでどうぞ、お楽しみに！

コラムページリニューアル！！
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

端午の節句 [柏餅]

コロナが続く中、何か新しく始めてみた事
や、興味があることはありますか？

一般的なスーパーで揃う食材を使い、お手
軽アジア料理です。

面白そうですね！始めたきっかけは何ですか？

普段は旅行で、本場の味を楽しみたいので
すが、このコロナ禍の中で、旅行ができな
くなりました。少しでも旅をした気分を味わ
いたく思い、アジア料理を作ってみました！

そうですね、旅行ができないのは残念です
ね・・・ちなみに、何を作ったのですか？

台湾の鹹豆漿（シェントウジャン）です。器に
黒酢、しょうゆ、ごま油、を用意して、沸騰直
前まで温めた豆乳を注ぐと、お酢の作用で
豆乳が固まり、台湾風のおぼろ豆腐ができ
て完成です。手軽で簡単にできてオススメ
です。

この状況下で会館職員はどのように過ごして
いるのか。今回は、栗木さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一の
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A

Q
A

Q

A

Q

A

Q
A

Q
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インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　端午の節句に柏餅を食べる習慣は、江戸時代から始まっ
たと言われています。柏の葉は新しい芽が育つまで古い葉
が落ちない特徴から、新しい葉を子、古い葉を親に見立て
「家系が絶えない」「子孫繁栄」と結びつけ、縁起の良い食べ
物とされました。家系が途絶えることは死活問題だった武家
社会ならではの縁起担ぎだったのではないでしょうか。
　関東周辺の地域には、柏餅に味噌餡があるとのこと。白餡
に味噌とみりんを加えて練りこまれていて味噌の塩気が絶
妙だそうで、是非とも一度味わってみたいものです。

「サブカルチャーの世界をのぞこう！」第１回目ですが、
皆様にご覧になっていただくうえで、まずは「サブカ
ルチャーとはなんぞや？」という出発点から始めたい
と思います。メインカルチャーと対比される言葉で、
ある文化の支配的・中心的文化ではなく一部の人々
を担い手とする文化、とされるのがサブカルチャーで
す。具体例を挙げればアニメ・漫画・コスプレなどなど
…。今日お耳に入ることも多くなってきた言葉だと思
いますが、知らない方からすれば全く未知の世界。そ
んなサブカルチャーの世界をわずかながらですが紹
介したいと思います！

催
時記

食
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る
の
大
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き
！
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執筆:栗木

サブカルチャーとは
なんぞや？

会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！
昨年の4月に市民会館・音楽プラザのホームページがリニューアルしました。

会館のホームページには、どこに、どんなことが載っているのか、そなた支配人と一緒にチェックしてみよう！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

❶ トップメニュー
市民会館と音楽プラザのページの切り替えが
できるよ。知りたいことに合わせてボタンを押
してね。
グレーのメニューボタンにカーソルを当てる
と、さらに細かいメニューが下に表示されるよ。

❷ TOPバナー
写真と画像が数秒ごとに変わるよ。YouTube
と、にじいろの画像はクリックできるんだ。
公式YouTubeチャンネル・Web版にじいろ、
ぜひ、見てみてね！会館主催イベントの参加募
集情報なども随時、更新されるよ！

❸ 重要なお知らせ
施設を利用するときに、必ずチェックしてほし
い重要なポイント！！
会館からの重要なお知らせや、名古屋市のガ
イドラインなどが載っているよ。
 
❹ 自主事業
会館主催のイベント開催情報をPICK UP（ピッ
クアップ）！
「チラシ画像」や「詳しくはこちら」ボタンを押し
てね。イベントの詳しい情報が載っている、自
主事業ページにとぶことができるよ。

❺ お知らせ・Facebook
■ お知らせ
毎月、定期的に更新しているお知らせの一覧
が表示されているよ。（イベントカレンダー・施
設点検日のお知らせなど）
■ Facebook
会館主催のイベント情報やYouTubeの動画
投稿のお知らせ更新！また、季節ごとの飾りつ
けや、会館での出来事なども写真付きで投稿
しているよ。
市民会館・音楽プラザFacebookページへの
「いいね」お待ちしています！

❻ 施設概要ボタン
施設の詳しい概要や情報が載っているページ
にとべるよ！使いたいお部屋が決まっていると
きに便利です。

❼ サイドバナー
注目は「バーチャルビューイング」（市民会館の
み）ホール内のパノラマ画像を見ることができ
るんだ。ホールの客席・ステージを見たい時に、
覗いてみてね！「市民会館開館45周年記念」
は、市民会館の歴史を知ることができるよ。「施
設ガイド」もあるので、要チェック！

日本特殊陶業市民会館 検索

そなた支配人
公式マスコットキャラクター
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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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アスナル金山

5 19～～

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 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

4 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

5 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

6 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

7 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）

8 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

年中無休

年中無休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業

19 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

18 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

17 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

16 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

15 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

14 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

13 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

12 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

11 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

10 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

9 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

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 [Writer:澤地]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp

にじいろにじいろにじいろにじいろ 5061VOL.
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未だに毎日悩むのが、マスクの下の化粧をどこまでするのか、という
こと。しなくても良いような気がするけど、何もしないと逆に肌が荒
れるし、日焼けも気になる。かといって、普通にするとすぐ崩れてしま
うし、布マスクの汚れを落とすのも面倒くさい。些細だけれど毎日の
ことだから地味にストレスを感じています。皆さんは完全にした状態
を100とするなら何％くらいまでしていますか？良い方法があれば
ぜひ教えてください！(笑)

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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キョード―東海　052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00 (日・祝休)

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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(土)

(日)

(月・祝)

(火・祝)

(水・祝)

(木)

（金）

(日)

(水)

(木)

(日)

(木)

(金)

(水)

(木)

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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

※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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キョード―東海　052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00 (日・祝休)

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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(木)

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年5月末日迄

n i j i

2021
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　今年度が始まり、1か月が経とうとしています。みな
さん何か新たな変化はありましたでしょうか？昨年の
今頃は、コロナウイルス感染拡大防止のため緊急事
態宣言中で休館していたことを思い出します。初め
てのことで、これからどうなってしまうのかわからな
い不安でいっぱいだったように思います。
　さて、市民会館・音楽プラザでは、毎月発行してい
るにじいろのコラムページ担当者が変わり、今月か
ら新たなコラムコーナーが始まりました！毎年、年度
末の3月に来年度どんなコラムを企画して、どんなこ

とを1年間発信していくか話し合います。今年度はに
じいろ担当者だけではなく、他のスタッフも巻き込み
ながら毎月の発行に向けて動いていきたいと思いま
す。Monthly columnもそうですが、金田一の突撃
インタビューコーナーでも、会館で働くスタッフの日
常が垣間見えるかもしれません♪1年間、にじいろを
手に取っていただけるみなさんに、読んでいて楽し
いページをお届けできれば幸いです。ホームページ
やYouTube・Facebookなどでも随時、様々な情
報をお届けしていきますのでどうぞ、お楽しみに！

コラムページリニューアル！！
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

端午の節句 [柏餅]

コロナが続く中、何か新しく始めてみた事
や、興味があることはありますか？

一般的なスーパーで揃う食材を使い、お手
軽アジア料理です。

面白そうですね！始めたきっかけは何ですか？

普段は旅行で、本場の味を楽しみたいので
すが、このコロナ禍の中で、旅行ができな
くなりました。少しでも旅をした気分を味わ
いたく思い、アジア料理を作ってみました！

そうですね、旅行ができないのは残念です
ね・・・ちなみに、何を作ったのですか？

台湾の鹹豆漿（シェントウジャン）です。器に
黒酢、しょうゆ、ごま油、を用意して、沸騰直
前まで温めた豆乳を注ぐと、お酢の作用で
豆乳が固まり、台湾風のおぼろ豆腐ができ
て完成です。手軽で簡単にできてオススメ
です。

この状況下で会館職員はどのように過ごして
いるのか。今回は、栗木さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-
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インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　端午の節句に柏餅を食べる習慣は、江戸時代から始まっ
たと言われています。柏の葉は新しい芽が育つまで古い葉
が落ちない特徴から、新しい葉を子、古い葉を親に見立て
「家系が絶えない」「子孫繁栄」と結びつけ、縁起の良い食べ
物とされました。家系が途絶えることは死活問題だった武家
社会ならではの縁起担ぎだったのではないでしょうか。
　関東周辺の地域には、柏餅に味噌餡があるとのこと。白餡
に味噌とみりんを加えて練りこまれていて味噌の塩気が絶
妙だそうで、是非とも一度味わってみたいものです。

「サブカルチャーの世界をのぞこう！」第１回目ですが、
皆様にご覧になっていただくうえで、まずは「サブカ
ルチャーとはなんぞや？」という出発点から始めたい
と思います。メインカルチャーと対比される言葉で、
ある文化の支配的・中心的文化ではなく一部の人々
を担い手とする文化、とされるのがサブカルチャーで
す。具体例を挙げればアニメ・漫画・コスプレなどなど
…。今日お耳に入ることも多くなってきた言葉だと思
いますが、知らない方からすれば全く未知の世界。そ
んなサブカルチャーの世界をわずかながらですが紹
介したいと思います！
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サブカルチャーとは
なんぞや？

会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！会館ホームページを見てみよう！
昨年の4月に市民会館・音楽プラザのホームページがリニューアルしました。

会館のホームページには、どこに、どんなことが載っているのか、そなた支配人と一緒にチェックしてみよう！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

❶ トップメニュー
市民会館と音楽プラザのページの切り替えが
できるよ。知りたいことに合わせてボタンを押
してね。
グレーのメニューボタンにカーソルを当てる
と、さらに細かいメニューが下に表示されるよ。

❷ TOPバナー
写真と画像が数秒ごとに変わるよ。YouTube
と、にじいろの画像はクリックできるんだ。
公式YouTubeチャンネル・Web版にじいろ、
ぜひ、見てみてね！会館主催イベントの参加募
集情報なども随時、更新されるよ！

❸ 重要なお知らせ
施設を利用するときに、必ずチェックしてほし
い重要なポイント！！
会館からの重要なお知らせや、名古屋市のガ
イドラインなどが載っているよ。
 
❹ 自主事業
会館主催のイベント開催情報をPICK UP（ピッ
クアップ）！
「チラシ画像」や「詳しくはこちら」ボタンを押し
てね。イベントの詳しい情報が載っている、自
主事業ページにとぶことができるよ。

❺ お知らせ・Facebook
■ お知らせ
毎月、定期的に更新しているお知らせの一覧
が表示されているよ。（イベントカレンダー・施
設点検日のお知らせなど）
■ Facebook
会館主催のイベント情報やYouTubeの動画
投稿のお知らせ更新！また、季節ごとの飾りつ
けや、会館での出来事なども写真付きで投稿
しているよ。
市民会館・音楽プラザFacebookページへの
「いいね」お待ちしています！

❻ 施設概要ボタン
施設の詳しい概要や情報が載っているページ
にとべるよ！使いたいお部屋が決まっていると
きに便利です。

❼ サイドバナー
注目は「バーチャルビューイング」（市民会館の
み）ホール内のパノラマ画像を見ることができ
るんだ。ホールの客席・ステージを見たい時に、
覗いてみてね！「市民会館開館45周年記念」
は、市民会館の歴史を知ることができるよ。「施
設ガイド」もあるので、要チェック！

日本特殊陶業市民会館 検索

そなた支配人
公式マスコットキャラクター
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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 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

4 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

5 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

6 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

7 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）

8 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

年中無休

年中無休

元日休業

元日休業

元日休業

元日休業

19 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

18 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

17 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

16 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

15 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

14 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

13 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

12 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

11 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

10 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

9 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

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 [Writer:澤地]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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未だに毎日悩むのが、マスクの下の化粧をどこまでするのか、という
こと。しなくても良いような気がするけど、何もしないと逆に肌が荒
れるし、日焼けも気になる。かといって、普通にするとすぐ崩れてしま
うし、布マスクの汚れを落とすのも面倒くさい。些細だけれど毎日の
ことだから地味にストレスを感じています。皆さんは完全にした状態
を100とするなら何％くらいまでしていますか？良い方法があれば
ぜひ教えてください！(笑)

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

※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 GUIDE 2021.05
※ 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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 5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

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

【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・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

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

5月6日(木) 5月6日(木)

◆ 点検日 5月11日（火）・31日（月） ◆ 点検日 5月10日（月）・17日（月）・24日（月）・31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 8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） 8月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 6月分

名古屋市音楽プラザ サロンコンサート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。

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

名古屋フィルハーモニー交響楽団
公演情報

 ☎ 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490回 定期演奏会＜スペシャリティ＞シリーズ
大友 直人のフレンチ

◆ 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

IL DEVU ：
河原 忠之（指揮・ピアノ）、望月 哲也・大槻 孝志（テノール）
青山 貴（バリトン）、山下 浩司（バス・バリトン）
カプア：オー・ソレ・ミオ　中島 みゆき：糸
三木 たかし：アンパンマンのマーチ　ほか

［ 5月14日（金）開演18:45 ／ 5月15日（土）開演16:00 ］

豊田市コンサートホール・シリーズ
Vol.11＜カジュアル＞

IL DEVU＋名フィルスペシャル・コンサート

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

豊田市コンサートホール
1階席5,200円  バルコニー席3,200円 ほか

［ 5月29日（土）開演16:00 ］

4月14日現在

4月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者
▶プログラム

指揮：大友 直人　　ピアノ：岡田 奏*
ベルリオーズ：序曲「ローマの謝肉祭」
ルーセル：交響曲第3番
プーランク：ピアノ協奏曲*
ラヴェル：ボレロ 市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします
Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や

楽しい動画をアップしています。
点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

i☆Ris 6th Live Tour 2021 ～Carnival～

第45回チャリティー民謡発表会藤栄会

第30回赤堀加鶴繪舞踊会　

カメレオンズ・リップ

尾崎世界観の日 全国ツアー

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

尾張小中学校長会　役員・地区代表者会

Hump Back
僕らの夢や足は止まらないツアー
<振替公演>

松岡伶子バレエ団付属研究所発表会

名演5月例会「オペラ　遠野物語」

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

第49回記念　長寿乃會

中日落語会

パンドラの鐘

西川あやめを偲ぶ
第13回　ふたり華　舞踊公演

Hello! Project 2021 春 「花鳥風月」
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キョード―東海　052-972-7466
http://www.kyodotokai.co.jp
月～土 10:00～19:00 (日・祝休)

民謡　藤栄会
052-731-7854

赤堀流　052-241-2080

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

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

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

江南市立布袋北小学校
0587-56-3143（山岡）

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

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

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

長寿乃會
会主:西川長秀
080-6927-9992

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

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

ふたり華
（問）FAX:052-835-1353

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

全席指定 7,200円

無料　（要整理券）

3,000円（全自由席）　当日売有

全席指定:10,500円

全席指定:5,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席:4,500円

全席指定
A席:2,000円
B席:1,500円
※当日券販売未定

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

全席指定:5,800円

一般:3,000円
学生:2,000円

5,500円

全席指定:8,000円

全自由席:3,000円

全席指定:7,500円

①15:00～17:00
②19:00～21:00

11:00～16:30

12:30～16:30

18:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

13:00～16:30

19:00～未定

16:30～19:30

16:30～18:30

18:30～21:00

13:30～16:00

18:30～未定

一部
11:00～12:40

二部
14:00～16:00

13:00～16:00

18:30～未定

13:30～18:30

15:00～未定
18:15～未定

DISH// Spring Tour 2021「X」

社保集団指導講習会並びに医療安全説明会

ルアナ ハワイアン・タヒチアン フェス2021

back　number
fan club tour 2021
one room party vol.6
（FC会員限定ライブ）

UNISON SQUARE GARDEN
Revival Tour Spring Spring Spring

高橋優 10周年初の弾き語りツアー
「ONE STROKE SHOW 2021
～NICE TO MEET U～」

綾小路きみまろ
爆笑スーパーライブ2021　in名古屋

桂文枝　春風亭小朝　東西落語名人会

CHEMISTRY 20th anniversary Tour
 第一章「The Way We Are 2021」

氷川きよしコンサートツアー2020-2021 
～Never give up～

谷村新司コンサートツアー2020-2021
「谷村文学選～グレイス～」

東海ラジオ大歌謡祭2021

ゲスの極み乙女。TOUR 2020
「ゲスの極み乙女。をもう一度」
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

公益社団法人愛知県医師会
052-241-4143

luanastudio2011@gmail.com
松浦　純子
090-6646-7789

主催:one room事務局
問合せ:one room事務局
（FCサイトお問合せフォームよりご連絡
 ください）

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

名古屋市文化振興事業団/春々堂
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9：00～17：00）
TEL 052-249-9387

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

東海ラジオ放送
（問）東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

指定席:7,800円

関係者のみ

1,000円

全席指定:5,500円

全席指定:5,800円

指定席:7,700円

全席指定:5,800円

全席指定
・一般　S席:4,000円
 A席:3,000円　B席:2,000円
・事業団友の会会員・大学生以下・障がい者
 S席:3,800円　A席:2,800円
 B席:2,000円

指定席:8,000円

全席指定:8,000円

指定:8,800円

全席指定:4,900円

全席指定:7,800円

18:30～未定

16:00～未定

14:00～16:00

13:30～17:00

19:00～未定

16:00～未定
19:30～未定

18:30～未定

15:30～未定
19:00～未定

14:00～15:15

18:30～未定

14:30～未定
18:30～未定

14:00～16:00
18:00～20:00

18:30～未定

第1部
12:00～14:00

第2部
16:00～18:00

19:00～未定

〈 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


