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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
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にじいろマンスリーコラム

　♪ミルキーはママの味～　でお馴染みの不二家の
ミルキーは、今年発売から70周年を迎えるそうです。
（ちなみに昨年はペコちゃん生誕70周年の年でした！）
　突然ですが、ここでクイズです。ミルキーは、開発段
階では全く違う名前を付けられていたそうですが、その
名前は一体なんでしょう？？・・・・・・・正解は『ジョッキー』
です！！全然違いますね！ジョッキーと聞くとどうしても騎
手を思い浮かべてしまいます…(笑)ミルキーの方があ
の練乳の甘～い味にぴったりな感じがしますね！
　ミルキーといえば、包み紙にペコちゃんのマークが
10個、切れずに印刷されていたら幸せになれるという、

“10ペコ“を信じて真剣に探していた思い出がありま
す。10ペコにプラスして、大吉と書かれていたものを見
つけた時は、お守りのように大事に持ち歩いていました
(笑)最近は包み紙で相性占いが出来るとか？！ミルキー
を食べる時は包み紙もじっくり見てみてください♪
　現在、70周年限定で、ミルキーの歴代外装パッケージ
が登場しています。1959年頃～現在までの5種類。皆さ
んにとってミルキーといえばこのパッケージ！というもの
があるのではないでしょうか。時代によって少しずつペコ
ちゃんの顔が変化しているのもおもしろいところです。ぜ
ひ、これを機会にミルキーをチェックしてみてください！

ミルキー70周年
Writer  廣田

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！

梅雨 [梅]

コロナで生活や環境が大きく変わりまし
た、何か新しく始めたことやハマっているこ
とを教えてください。

呑みに行く機会が減ってしまったので、前
からやってみたかった「おうち居酒屋」を始
めました。

面白そうですね、実際やってみてどうですか？

メニュー表を作るのが難しかったです。デ
ザインを考えるのは難しかったですが、何
を入れたら喜んでくれるかな、とかこうした
ら面白いかなと考えながら楽しく作ってみ
ました。

いいですね、目標はどこまで行きますか？

デザインも料理もレベルを上げて、お友達
や両親を「おうち居酒屋」にご招待したいな
と思います。

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、安達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

　東アジア特有の雨期である梅雨。梅雨の語源は諸説あり
ますが、中国長江流域で「梅の実が熟す頃にふる雨」である
ことから「梅雨－ばいう―」となったとか。スーパーなどの店
頭にふっくらと実った青梅が並ぶと、夏の始まりを感じます。
　梅雨はジメジメと蒸し暑くて、気分も体力も萎えてしまい
ます。しかしそんな時こそ、梅干！ 梅に含まれるクエン酸は
疲労回復、カテキン酸による殺菌作用は食べ物の腐敗を防
ぎ毒消しの効果もあります。この季節の食事に最適な食べ
ものではないでしょうか。

今回は昨今様々な媒体、具体的にはドラマ・アニメ・実
写映画・アニメ映画などで展開される一大ジャンル・
漫画について紹介します。漫画とは、コマ割りのある
絵を主体とし、セリフ・擬音語などを補助として物語を
娯楽的に表したもののことです。読み物としてのジャ
ンルは児童・少年・少女・青年など多岐にわたり、年齢・
性別関係なく楽しめます。また漫画を元に上記のよう
な映像作品も展開されていて、何気なく見ていたドラ
マの原作が実は漫画だった！ということが皆様の生活
の中でもあるかもしれません。是非気軽に手に取って
お気に入りの作品を見つけてください♪

施設のご利用にあたって「名古屋市のガイドライン」の順
守をお願いしております。詳しくは会館ホームページをご
覧ください。当面の間、ご不便をおかけご不便をおかけし
ますが、新型コロナウイルス感染拡大予防対策へのご協
力とご理解の程よろしくお願い申し上げます。
ちなみに市民会館では「飛沫防止シートの設置」「消毒液
の設置」などの感染予防対策を行っています！
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募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

募集開始をのがしたくない！そんなあなたへ

● TEL.052-331-2141　● FAX.052-322-7217
● メールアドレス　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

昨年12月に開催したピアノイベント【ドレミファ
フォレスト♪】2000人を超える収容数を持つフォ
レストホールで、世界最高峰のピアノ スタインウェ
イをお得に弾くことができるこのイベント。今年も
夏ごろに開催することが決定しました！！

現在、昨年よりも更に多くの方に参加していただ
こうと開催日を調整しています！具体的な日程や
募集期間など、まだまだ未定なところばかりです
が、後日ホームページや当情報紙にてお知らせさ
せていただきます。

市民会館ホームページ
事前案内フォームに入力

お名前とFAX番号を明記のうえ、
市民会館へFAX

① ホームページから登録 ② FAXで登録

052-322-7217https://nagoya-shimin.
hall-info.jp/

①・②どちらかの方法でご登録いただいた方へ、メールもしくはFAXにて募集開始の
ご案内をさせていただきます。ぜひ、ご登録ください♪

※ご案内はメールおよびFAXのみです。電話、郵書でのご案内はいたしませんので予めご了承ください。
※いただいたご連絡先は、当催事の事前案内のみで使用いたします。

お問合せ先 日本特殊陶業市民会館
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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

年中無休

営業時間

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

月曜定休

営業時間

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

不定休

営業時間

9 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

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

10 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（L.O.21:30）

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

営業時間

11 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（L.O.21:30）

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

営業時間

12 TIME BOX 〔時計、ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山2F　●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

営業時間

14 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

6 ロンフーダイニング〔麻婆豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00（ L.O.22:00） 杏仁豆腐無料

元日休業

営業時間

7 にぼしらーめん88 〔煮干ラーメン専門店〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
　　　　  11:00～22:00 （L.O.21:50） 味玉１個サービス

元日休業

営業時間

8 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
コンタクトレンズ、ケア用品

20％off

元日休業

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

5 BAGEL&BAGEL 〔ベーグル、カフェ〕
アスナル金山1F　●TEL.080-7604-6342
　　　　  10:00～21:00

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

年中無休

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:中村]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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以前とは違う、新しい生活様式で過ごさざるを得ない今。いつまで
たっても慣れることのできない習慣が「マスクの着用」です。自分、と
にかくマスクが苦手です…毎日着用している間「首輪を付けられた
猫」の気持ちを身を持って体感しています(笑)。でも、可愛いデザイン
のマスクを見ると心が躍ります。いやこれは派手すぎるかも、買って
もお蔵入りするかな、なんて悩むこともあり。そんな些細な出来事の
積み重ねが日常を作っているのだな、と振り返る今日です。
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hall-info.jp/

①・②どちらかの方法でご登録いただいた方へ、メールもしくはFAXにて募集開始の
ご案内をさせていただきます。ぜひ、ご登録ください♪

※ご案内はメールおよびFAXのみです。電話、郵書でのご案内はいたしませんので予めご了承ください。
※いただいたご連絡先は、当催事の事前案内のみで使用いたします。

お問合せ先 日本特殊陶業市民会館
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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

年中無休

営業時間

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

月曜定休

営業時間

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

不定休

営業時間

9 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

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

10 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（L.O.21:30）

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

営業時間

11 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（L.O.21:30）

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料
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12 TIME BOX 〔時計、ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)
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13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山2F　●TEL.052-332-4555
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総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)
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　　　　  10:45～23:00（ L.O.22:00） 杏仁豆腐無料
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7 にぼしらーめん88 〔煮干ラーメン専門店〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
　　　　  11:00～22:00 （L.O.21:50） 味玉１個サービス

元日休業

営業時間

8 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
コンタクトレンズ、ケア用品

20％off
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アスナル金山2F　●TEL.052-331-0508
　　　　  10:00～21:00営業時間

5 BAGEL&BAGEL 〔ベーグル、カフェ〕
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ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）
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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

年中無休
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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
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以前とは違う、新しい生活様式で過ごさざるを得ない今。いつまで
たっても慣れることのできない習慣が「マスクの着用」です。自分、と
にかくマスクが苦手です…毎日着用している間「首輪を付けられた
猫」の気持ちを身を持って体感しています(笑)。でも、可愛いデザイン
のマスクを見ると心が躍ります。いやこれは派手すぎるかも、買って
もお蔵入りするかな、なんて悩むこともあり。そんな些細な出来事の
積み重ねが日常を作っているのだな、と振り返る今日です。

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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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

　♪ミルキーはママの味～　でお馴染みの不二家の
ミルキーは、今年発売から70周年を迎えるそうです。
（ちなみに昨年はペコちゃん生誕70周年の年でした！）
　突然ですが、ここでクイズです。ミルキーは、開発段
階では全く違う名前を付けられていたそうですが、その
名前は一体なんでしょう？？・・・・・・・正解は『ジョッキー』
です！！全然違いますね！ジョッキーと聞くとどうしても騎
手を思い浮かべてしまいます…(笑)ミルキーの方があ
の練乳の甘～い味にぴったりな感じがしますね！
　ミルキーといえば、包み紙にペコちゃんのマークが
10個、切れずに印刷されていたら幸せになれるという、

“10ペコ“を信じて真剣に探していた思い出がありま
す。10ペコにプラスして、大吉と書かれていたものを見
つけた時は、お守りのように大事に持ち歩いていました
(笑)最近は包み紙で相性占いが出来るとか？！ミルキー
を食べる時は包み紙もじっくり見てみてください♪
　現在、70周年限定で、ミルキーの歴代外装パッケージ
が登場しています。1959年頃～現在までの5種類。皆さ
んにとってミルキーといえばこのパッケージ！というもの
があるのではないでしょうか。時代によって少しずつペコ
ちゃんの顔が変化しているのもおもしろいところです。ぜ
ひ、これを機会にミルキーをチェックしてみてください！

ミルキー70周年
Writer  廣田
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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！

梅雨 [梅]

コロナで生活や環境が大きく変わりまし
た、何か新しく始めたことやハマっているこ
とを教えてください。

呑みに行く機会が減ってしまったので、前
からやってみたかった「おうち居酒屋」を始
めました。

面白そうですね、実際やってみてどうですか？

メニュー表を作るのが難しかったです。デ
ザインを考えるのは難しかったですが、何
を入れたら喜んでくれるかな、とかこうした
ら面白いかなと考えながら楽しく作ってみ
ました。

いいですね、目標はどこまで行きますか？

デザインも料理もレベルを上げて、お友達
や両親を「おうち居酒屋」にご招待したいな
と思います。

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、安達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

　東アジア特有の雨期である梅雨。梅雨の語源は諸説あり
ますが、中国長江流域で「梅の実が熟す頃にふる雨」である
ことから「梅雨－ばいう―」となったとか。スーパーなどの店
頭にふっくらと実った青梅が並ぶと、夏の始まりを感じます。
　梅雨はジメジメと蒸し暑くて、気分も体力も萎えてしまい
ます。しかしそんな時こそ、梅干！ 梅に含まれるクエン酸は
疲労回復、カテキン酸による殺菌作用は食べ物の腐敗を防
ぎ毒消しの効果もあります。この季節の食事に最適な食べ
ものではないでしょうか。

今回は昨今様々な媒体、具体的にはドラマ・アニメ・実
写映画・アニメ映画などで展開される一大ジャンル・
漫画について紹介します。漫画とは、コマ割りのある
絵を主体とし、セリフ・擬音語などを補助として物語を
娯楽的に表したもののことです。読み物としてのジャ
ンルは児童・少年・少女・青年など多岐にわたり、年齢・
性別関係なく楽しめます。また漫画を元に上記のよう
な映像作品も展開されていて、何気なく見ていたドラ
マの原作が実は漫画だった！ということが皆様の生活
の中でもあるかもしれません。是非気軽に手に取って
お気に入りの作品を見つけてください♪

施設のご利用にあたって「名古屋市のガイドライン」の順
守をお願いしております。詳しくは会館ホームページをご
覧ください。当面の間、ご不便をおかけご不便をおかけし
ますが、新型コロナウイルス感染拡大予防対策へのご協
力とご理解の程よろしくお願い申し上げます。
ちなみに市民会館では「飛沫防止シートの設置」「消毒液
の設置」などの感染予防対策を行っています！
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Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

募集開始をのがしたくない！そんなあなたへ

● TEL.052-331-2141　● FAX.052-322-7217
● メールアドレス　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

昨年12月に開催したピアノイベント【ドレミファ
フォレスト♪】2000人を超える収容数を持つフォ
レストホールで、世界最高峰のピアノ スタインウェ
イをお得に弾くことができるこのイベント。今年も
夏ごろに開催することが決定しました！！

現在、昨年よりも更に多くの方に参加していただ
こうと開催日を調整しています！具体的な日程や
募集期間など、まだまだ未定なところばかりです
が、後日ホームページや当情報紙にてお知らせさ
せていただきます。

市民会館ホームページ
事前案内フォームに入力

お名前とFAX番号を明記のうえ、
市民会館へFAX

① ホームページから登録 ② FAXで登録

052-322-7217https://nagoya-shimin.
hall-info.jp/

①・②どちらかの方法でご登録いただいた方へ、メールもしくはFAXにて募集開始の
ご案内をさせていただきます。ぜひ、ご登録ください♪

※ご案内はメールおよびFAXのみです。電話、郵書でのご案内はいたしませんので予めご了承ください。
※いただいたご連絡先は、当催事の事前案内のみで使用いたします。
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〈全店共通クーポン券〉
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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

　♪ミルキーはママの味～　でお馴染みの不二家の
ミルキーは、今年発売から70周年を迎えるそうです。
（ちなみに昨年はペコちゃん生誕70周年の年でした！）
　突然ですが、ここでクイズです。ミルキーは、開発段
階では全く違う名前を付けられていたそうですが、その
名前は一体なんでしょう？？・・・・・・・正解は『ジョッキー』
です！！全然違いますね！ジョッキーと聞くとどうしても騎
手を思い浮かべてしまいます…(笑)ミルキーの方があ
の練乳の甘～い味にぴったりな感じがしますね！
　ミルキーといえば、包み紙にペコちゃんのマークが
10個、切れずに印刷されていたら幸せになれるという、

“10ペコ“を信じて真剣に探していた思い出がありま
す。10ペコにプラスして、大吉と書かれていたものを見
つけた時は、お守りのように大事に持ち歩いていました
(笑)最近は包み紙で相性占いが出来るとか？！ミルキー
を食べる時は包み紙もじっくり見てみてください♪
　現在、70周年限定で、ミルキーの歴代外装パッケージ
が登場しています。1959年頃～現在までの5種類。皆さ
んにとってミルキーといえばこのパッケージ！というもの
があるのではないでしょうか。時代によって少しずつペコ
ちゃんの顔が変化しているのもおもしろいところです。ぜ
ひ、これを機会にミルキーをチェックしてみてください！

ミルキー70周年
Writer  廣田

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！

梅雨 [梅]

コロナで生活や環境が大きく変わりまし
た、何か新しく始めたことやハマっているこ
とを教えてください。

呑みに行く機会が減ってしまったので、前
からやってみたかった「おうち居酒屋」を始
めました。

面白そうですね、実際やってみてどうですか？

メニュー表を作るのが難しかったです。デ
ザインを考えるのは難しかったですが、何
を入れたら喜んでくれるかな、とかこうした
ら面白いかなと考えながら楽しく作ってみ
ました。

いいですね、目標はどこまで行きますか？

デザインも料理もレベルを上げて、お友達
や両親を「おうち居酒屋」にご招待したいな
と思います。

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、安達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

　東アジア特有の雨期である梅雨。梅雨の語源は諸説あり
ますが、中国長江流域で「梅の実が熟す頃にふる雨」である
ことから「梅雨－ばいう―」となったとか。スーパーなどの店
頭にふっくらと実った青梅が並ぶと、夏の始まりを感じます。
　梅雨はジメジメと蒸し暑くて、気分も体力も萎えてしまい
ます。しかしそんな時こそ、梅干！ 梅に含まれるクエン酸は
疲労回復、カテキン酸による殺菌作用は食べ物の腐敗を防
ぎ毒消しの効果もあります。この季節の食事に最適な食べ
ものではないでしょうか。

今回は昨今様々な媒体、具体的にはドラマ・アニメ・実
写映画・アニメ映画などで展開される一大ジャンル・
漫画について紹介します。漫画とは、コマ割りのある
絵を主体とし、セリフ・擬音語などを補助として物語を
娯楽的に表したもののことです。読み物としてのジャ
ンルは児童・少年・少女・青年など多岐にわたり、年齢・
性別関係なく楽しめます。また漫画を元に上記のよう
な映像作品も展開されていて、何気なく見ていたドラ
マの原作が実は漫画だった！ということが皆様の生活
の中でもあるかもしれません。是非気軽に手に取って
お気に入りの作品を見つけてください♪

施設のご利用にあたって「名古屋市のガイドライン」の順
守をお願いしております。詳しくは会館ホームページをご
覧ください。当面の間、ご不便をおかけご不便をおかけし
ますが、新型コロナウイルス感染拡大予防対策へのご協
力とご理解の程よろしくお願い申し上げます。
ちなみに市民会館では「飛沫防止シートの設置」「消毒液
の設置」などの感染予防対策を行っています！
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一大ジャンル・
漫画

募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

募集開始をのがしたくない！そんなあなたへ

● TEL.052-331-2141　● FAX.052-322-7217
● メールアドレス　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

昨年12月に開催したピアノイベント【ドレミファ
フォレスト♪】2000人を超える収容数を持つフォ
レストホールで、世界最高峰のピアノ スタインウェ
イをお得に弾くことができるこのイベント。今年も
夏ごろに開催することが決定しました！！

現在、昨年よりも更に多くの方に参加していただ
こうと開催日を調整しています！具体的な日程や
募集期間など、まだまだ未定なところばかりです
が、後日ホームページや当情報紙にてお知らせさ
せていただきます。

市民会館ホームページ
事前案内フォームに入力

お名前とFAX番号を明記のうえ、
市民会館へFAX

① ホームページから登録 ② FAXで登録

052-322-7217https://nagoya-shimin.
hall-info.jp/

①・②どちらかの方法でご登録いただいた方へ、メールもしくはFAXにて募集開始の
ご案内をさせていただきます。ぜひ、ご登録ください♪

※ご案内はメールおよびFAXのみです。電話、郵書でのご案内はいたしませんので予めご了承ください。
※いただいたご連絡先は、当催事の事前案内のみで使用いたします。

お問合せ先 日本特殊陶業市民会館

フォレスト
ホールを
ひとりじめ！

世界最高峰
のピアノを
弾いて
みよう！

今年は
おとなり
音楽プラザ
でも

開催予定！

スタインウェイスタインウェイ

ベーゼンドルファーベーゼンドルファー

施設ご利用にあたってのお願い
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今年も開催決定！

速報！速報！
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名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4
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1

アスナル金山

5 14～～

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

年中無休

営業時間

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

月曜定休

営業時間

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

不定休

営業時間

9 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

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

10 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（L.O.21:30）

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

営業時間

11 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（L.O.21:30）

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

営業時間

12 TIME BOX 〔時計、ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山2F　●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

営業時間

14 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

6 ロンフーダイニング〔麻婆豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00（ L.O.22:00） 杏仁豆腐無料

元日休業

営業時間

7 にぼしらーめん88 〔煮干ラーメン専門店〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
　　　　  11:00～22:00 （L.O.21:50） 味玉１個サービス

元日休業

営業時間

8 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
コンタクトレンズ、ケア用品

20％off

元日休業

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

5 BAGEL&BAGEL 〔ベーグル、カフェ〕
アスナル金山1F　●TEL.080-7604-6342
　　　　  10:00～21:00

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

年中無休

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:中村]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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以前とは違う、新しい生活様式で過ごさざるを得ない今。いつまで
たっても慣れることのできない習慣が「マスクの着用」です。自分、と
にかくマスクが苦手です…毎日着用している間「首輪を付けられた
猫」の気持ちを身を持って体感しています(笑)。でも、可愛いデザイン
のマスクを見ると心が躍ります。いやこれは派手すぎるかも、買って
もお蔵入りするかな、なんて悩むこともあり。そんな些細な出来事の
積み重ねが日常を作っているのだな、と振り返る今日です。

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 2021.06
※ 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 6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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会

BEAUTY EXPO 2021

CLUB SEVEN ZEROⅢ
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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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION

4

7

10

18

19

21

22

23

24

25

(金)

(月)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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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NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年6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

　♪ミルキーはママの味～　でお馴染みの不二家の
ミルキーは、今年発売から70周年を迎えるそうです。
（ちなみに昨年はペコちゃん生誕70周年の年でした！）
　突然ですが、ここでクイズです。ミルキーは、開発段
階では全く違う名前を付けられていたそうですが、その
名前は一体なんでしょう？？・・・・・・・正解は『ジョッキー』
です！！全然違いますね！ジョッキーと聞くとどうしても騎
手を思い浮かべてしまいます…(笑)ミルキーの方があ
の練乳の甘～い味にぴったりな感じがしますね！
　ミルキーといえば、包み紙にペコちゃんのマークが
10個、切れずに印刷されていたら幸せになれるという、

“10ペコ“を信じて真剣に探していた思い出がありま
す。10ペコにプラスして、大吉と書かれていたものを見
つけた時は、お守りのように大事に持ち歩いていました
(笑)最近は包み紙で相性占いが出来るとか？！ミルキー
を食べる時は包み紙もじっくり見てみてください♪
　現在、70周年限定で、ミルキーの歴代外装パッケージ
が登場しています。1959年頃～現在までの5種類。皆さ
んにとってミルキーといえばこのパッケージ！というもの
があるのではないでしょうか。時代によって少しずつペコ
ちゃんの顔が変化しているのもおもしろいところです。ぜ
ひ、これを機会にミルキーをチェックしてみてください！

ミルキー70周年
Writer  廣田

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！

梅雨 [梅]

コロナで生活や環境が大きく変わりまし
た、何か新しく始めたことやハマっているこ
とを教えてください。

呑みに行く機会が減ってしまったので、前
からやってみたかった「おうち居酒屋」を始
めました。

面白そうですね、実際やってみてどうですか？

メニュー表を作るのが難しかったです。デ
ザインを考えるのは難しかったですが、何
を入れたら喜んでくれるかな、とかこうした
ら面白いかなと考えながら楽しく作ってみ
ました。

いいですね、目標はどこまで行きますか？

デザインも料理もレベルを上げて、お友達
や両親を「おうち居酒屋」にご招待したいな
と思います。

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、安達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

　東アジア特有の雨期である梅雨。梅雨の語源は諸説あり
ますが、中国長江流域で「梅の実が熟す頃にふる雨」である
ことから「梅雨－ばいう―」となったとか。スーパーなどの店
頭にふっくらと実った青梅が並ぶと、夏の始まりを感じます。
　梅雨はジメジメと蒸し暑くて、気分も体力も萎えてしまい
ます。しかしそんな時こそ、梅干！ 梅に含まれるクエン酸は
疲労回復、カテキン酸による殺菌作用は食べ物の腐敗を防
ぎ毒消しの効果もあります。この季節の食事に最適な食べ
ものではないでしょうか。

今回は昨今様々な媒体、具体的にはドラマ・アニメ・実
写映画・アニメ映画などで展開される一大ジャンル・
漫画について紹介します。漫画とは、コマ割りのある
絵を主体とし、セリフ・擬音語などを補助として物語を
娯楽的に表したもののことです。読み物としてのジャ
ンルは児童・少年・少女・青年など多岐にわたり、年齢・
性別関係なく楽しめます。また漫画を元に上記のよう
な映像作品も展開されていて、何気なく見ていたドラ
マの原作が実は漫画だった！ということが皆様の生活
の中でもあるかもしれません。是非気軽に手に取って
お気に入りの作品を見つけてください♪

施設のご利用にあたって「名古屋市のガイドライン」の順
守をお願いしております。詳しくは会館ホームページをご
覧ください。当面の間、ご不便をおかけご不便をおかけし
ますが、新型コロナウイルス感染拡大予防対策へのご協
力とご理解の程よろしくお願い申し上げます。
ちなみに市民会館では「飛沫防止シートの設置」「消毒液
の設置」などの感染予防対策を行っています！

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

一大ジャンル・
漫画

募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

募集開始をのがしたくない！そんなあなたへ

● TEL.052-331-2141　● FAX.052-322-7217
● メールアドレス　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

昨年12月に開催したピアノイベント【ドレミファ
フォレスト♪】2000人を超える収容数を持つフォ
レストホールで、世界最高峰のピアノ スタインウェ
イをお得に弾くことができるこのイベント。今年も
夏ごろに開催することが決定しました！！

現在、昨年よりも更に多くの方に参加していただ
こうと開催日を調整しています！具体的な日程や
募集期間など、まだまだ未定なところばかりです
が、後日ホームページや当情報紙にてお知らせさ
せていただきます。

市民会館ホームページ
事前案内フォームに入力

お名前とFAX番号を明記のうえ、
市民会館へFAX

① ホームページから登録 ② FAXで登録

052-322-7217https://nagoya-shimin.
hall-info.jp/

①・②どちらかの方法でご登録いただいた方へ、メールもしくはFAXにて募集開始の
ご案内をさせていただきます。ぜひ、ご登録ください♪

※ご案内はメールおよびFAXのみです。電話、郵書でのご案内はいたしませんので予めご了承ください。
※いただいたご連絡先は、当催事の事前案内のみで使用いたします。

お問合せ先 日本特殊陶業市民会館

フォレスト
ホールを
ひとりじめ！

世界最高峰
のピアノを
弾いて
みよう！

今年は
おとなり
音楽プラザ
でも

開催予定！

スタインウェイスタインウェイ

ベーゼンドルファーベーゼンドルファー

施設ご利用にあたってのお願い

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

速報！速報！
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山

5 14～～

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

年中無休

営業時間

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

月曜定休

営業時間

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

不定休

営業時間

9 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

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

10 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（L.O.21:30）

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

営業時間

11 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（L.O.21:30）

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

営業時間

12 TIME BOX 〔時計、ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山2F　●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

営業時間

14 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

6 ロンフーダイニング〔麻婆豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00（ L.O.22:00） 杏仁豆腐無料

元日休業

営業時間

7 にぼしらーめん88 〔煮干ラーメン専門店〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
　　　　  11:00～22:00 （L.O.21:50） 味玉１個サービス

元日休業

営業時間

8 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
コンタクトレンズ、ケア用品

20％off

元日休業

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

5 BAGEL&BAGEL 〔ベーグル、カフェ〕
アスナル金山1F　●TEL.080-7604-6342
　　　　  10:00～21:00

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

年中無休

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:中村]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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以前とは違う、新しい生活様式で過ごさざるを得ない今。いつまで
たっても慣れることのできない習慣が「マスクの着用」です。自分、と
にかくマスクが苦手です…毎日着用している間「首輪を付けられた
猫」の気持ちを身を持って体感しています(笑)。でも、可愛いデザイン
のマスクを見ると心が躍ります。いやこれは派手すぎるかも、買って
もお蔵入りするかな、なんて悩むこともあり。そんな些細な出来事の
積み重ねが日常を作っているのだな、と振り返る今日です。

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 2021.06
※ 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 6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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会

BEAUTY EXPO 2021

CLUB SEVEN ZEROⅢ

1

2

4

5

11

13

16

17

20

22

26

28

(火)

(水)

(金)

(土)

(金)

(日)

(水)

(木)

(日)

(火)

(土)

(月)

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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION

4

7

10

18

19

21

22

23

24

25

(金)

(月)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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 2021.06
※ 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 6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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会

BEAUTY EXPO 2021

CLUB SEVEN ZEROⅢ

1
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4
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11
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16

17

20

22

26

28

(火)

(水)

(金)

(土)

(金)

(日)

(水)

(木)

(日)

(火)

(土)

(月)

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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION
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10

18

19

21

22

23

24

25

(金)

(月)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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 2021.06
※ 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 6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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会

BEAUTY EXPO 2021
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(土)

(金)

(日)

(水)
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(日)

(火)

(土)

(月)

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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION
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(金)

(月)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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 2021.06
※ 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 6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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会
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(火)

(土)

(月)

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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION

4

7

10

18

19

21

22

23

24

25

(金)

(月)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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 2021.06
※ 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 6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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会

BEAUTY EXPO 2021

CLUB SEVEN ZEROⅢ

1

2

4

5

11
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16

17

20

22

26

28

(火)

(水)

(金)

(土)

(金)

(日)

(水)

(木)

(日)

(火)

(土)

(月)

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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION
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19

21
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23

24

25

(金)

(月)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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6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

　♪ミルキーはママの味～　でお馴染みの不二家の
ミルキーは、今年発売から70周年を迎えるそうです。
（ちなみに昨年はペコちゃん生誕70周年の年でした！）
　突然ですが、ここでクイズです。ミルキーは、開発段
階では全く違う名前を付けられていたそうですが、その
名前は一体なんでしょう？？・・・・・・・正解は『ジョッキー』
です！！全然違いますね！ジョッキーと聞くとどうしても騎
手を思い浮かべてしまいます…(笑)ミルキーの方があ
の練乳の甘～い味にぴったりな感じがしますね！
　ミルキーといえば、包み紙にペコちゃんのマークが
10個、切れずに印刷されていたら幸せになれるという、

“10ペコ“を信じて真剣に探していた思い出がありま
す。10ペコにプラスして、大吉と書かれていたものを見
つけた時は、お守りのように大事に持ち歩いていました
(笑)最近は包み紙で相性占いが出来るとか？！ミルキー
を食べる時は包み紙もじっくり見てみてください♪
　現在、70周年限定で、ミルキーの歴代外装パッケージ
が登場しています。1959年頃～現在までの5種類。皆さ
んにとってミルキーといえばこのパッケージ！というもの
があるのではないでしょうか。時代によって少しずつペコ
ちゃんの顔が変化しているのもおもしろいところです。ぜ
ひ、これを機会にミルキーをチェックしてみてください！

ミルキー70周年
Writer  廣田

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！

梅雨 [梅]

コロナで生活や環境が大きく変わりまし
た、何か新しく始めたことやハマっているこ
とを教えてください。

呑みに行く機会が減ってしまったので、前
からやってみたかった「おうち居酒屋」を始
めました。

面白そうですね、実際やってみてどうですか？

メニュー表を作るのが難しかったです。デ
ザインを考えるのは難しかったですが、何
を入れたら喜んでくれるかな、とかこうした
ら面白いかなと考えながら楽しく作ってみ
ました。

いいですね、目標はどこまで行きますか？

デザインも料理もレベルを上げて、お友達
や両親を「おうち居酒屋」にご招待したいな
と思います。

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、安達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

　東アジア特有の雨期である梅雨。梅雨の語源は諸説あり
ますが、中国長江流域で「梅の実が熟す頃にふる雨」である
ことから「梅雨－ばいう―」となったとか。スーパーなどの店
頭にふっくらと実った青梅が並ぶと、夏の始まりを感じます。
　梅雨はジメジメと蒸し暑くて、気分も体力も萎えてしまい
ます。しかしそんな時こそ、梅干！ 梅に含まれるクエン酸は
疲労回復、カテキン酸による殺菌作用は食べ物の腐敗を防
ぎ毒消しの効果もあります。この季節の食事に最適な食べ
ものではないでしょうか。

今回は昨今様々な媒体、具体的にはドラマ・アニメ・実
写映画・アニメ映画などで展開される一大ジャンル・
漫画について紹介します。漫画とは、コマ割りのある
絵を主体とし、セリフ・擬音語などを補助として物語を
娯楽的に表したもののことです。読み物としてのジャ
ンルは児童・少年・少女・青年など多岐にわたり、年齢・
性別関係なく楽しめます。また漫画を元に上記のよう
な映像作品も展開されていて、何気なく見ていたドラ
マの原作が実は漫画だった！ということが皆様の生活
の中でもあるかもしれません。是非気軽に手に取って
お気に入りの作品を見つけてください♪

施設のご利用にあたって「名古屋市のガイドライン」の順
守をお願いしております。詳しくは会館ホームページをご
覧ください。当面の間、ご不便をおかけご不便をおかけし
ますが、新型コロナウイルス感染拡大予防対策へのご協
力とご理解の程よろしくお願い申し上げます。
ちなみに市民会館では「飛沫防止シートの設置」「消毒液
の設置」などの感染予防対策を行っています！

催
時記
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執筆:栗木

一大ジャンル・
漫画

募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

募集開始をのがしたくない！そんなあなたへ

● TEL.052-331-2141　● FAX.052-322-7217
● メールアドレス　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

昨年12月に開催したピアノイベント【ドレミファ
フォレスト♪】2000人を超える収容数を持つフォ
レストホールで、世界最高峰のピアノ スタインウェ
イをお得に弾くことができるこのイベント。今年も
夏ごろに開催することが決定しました！！

現在、昨年よりも更に多くの方に参加していただ
こうと開催日を調整しています！具体的な日程や
募集期間など、まだまだ未定なところばかりです
が、後日ホームページや当情報紙にてお知らせさ
せていただきます。

市民会館ホームページ
事前案内フォームに入力

お名前とFAX番号を明記のうえ、
市民会館へFAX

① ホームページから登録 ② FAXで登録

052-322-7217https://nagoya-shimin.
hall-info.jp/

①・②どちらかの方法でご登録いただいた方へ、メールもしくはFAXにて募集開始の
ご案内をさせていただきます。ぜひ、ご登録ください♪

※ご案内はメールおよびFAXのみです。電話、郵書でのご案内はいたしませんので予めご了承ください。
※いただいたご連絡先は、当催事の事前案内のみで使用いたします。

お問合せ先 日本特殊陶業市民会館

フォレスト
ホールを
ひとりじめ！

世界最高峰
のピアノを
弾いて
みよう！

今年は
おとなり
音楽プラザ
でも

開催予定！

スタインウェイスタインウェイ

ベーゼンドルファーベーゼンドルファー

施設ご利用にあたってのお願い

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山

5 14～～

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

年中無休

営業時間

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

月曜定休

営業時間

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

不定休

営業時間

9 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

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

10 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（L.O.21:30）

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

営業時間

11 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（L.O.21:30）

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

営業時間

12 TIME BOX 〔時計、ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山2F　●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

営業時間

14 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

6 ロンフーダイニング〔麻婆豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00（ L.O.22:00） 杏仁豆腐無料

元日休業

営業時間

7 にぼしらーめん88 〔煮干ラーメン専門店〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
　　　　  11:00～22:00 （L.O.21:50） 味玉１個サービス

元日休業

営業時間

8 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
コンタクトレンズ、ケア用品

20％off

元日休業

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

5 BAGEL&BAGEL 〔ベーグル、カフェ〕
アスナル金山1F　●TEL.080-7604-6342
　　　　  10:00～21:00

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

年中無休

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:中村]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 6062VOL.
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以前とは違う、新しい生活様式で過ごさざるを得ない今。いつまで
たっても慣れることのできない習慣が「マスクの着用」です。自分、と
にかくマスクが苦手です…毎日着用している間「首輪を付けられた
猫」の気持ちを身を持って体感しています(笑)。でも、可愛いデザイン
のマスクを見ると心が躍ります。いやこれは派手すぎるかも、買って
もお蔵入りするかな、なんて悩むこともあり。そんな些細な出来事の
積み重ねが日常を作っているのだな、と振り返る今日です。

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 2021.06
※ 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 6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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会

BEAUTY EXPO 2021

CLUB SEVEN ZEROⅢ

1
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5

11
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17

20

22

26

28

(火)

(水)

(金)

(土)

(金)

(日)

(水)

(木)

(日)

(火)

(土)

(月)

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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION
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(金)

(月)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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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※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
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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・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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会

BEAUTY EXPO 2021

CLUB SEVEN ZEROⅢ
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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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION
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JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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〉
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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

　♪ミルキーはママの味～　でお馴染みの不二家の
ミルキーは、今年発売から70周年を迎えるそうです。
（ちなみに昨年はペコちゃん生誕70周年の年でした！）
　突然ですが、ここでクイズです。ミルキーは、開発段
階では全く違う名前を付けられていたそうですが、その
名前は一体なんでしょう？？・・・・・・・正解は『ジョッキー』
です！！全然違いますね！ジョッキーと聞くとどうしても騎
手を思い浮かべてしまいます…(笑)ミルキーの方があ
の練乳の甘～い味にぴったりな感じがしますね！
　ミルキーといえば、包み紙にペコちゃんのマークが
10個、切れずに印刷されていたら幸せになれるという、

“10ペコ“を信じて真剣に探していた思い出がありま
す。10ペコにプラスして、大吉と書かれていたものを見
つけた時は、お守りのように大事に持ち歩いていました
(笑)最近は包み紙で相性占いが出来るとか？！ミルキー
を食べる時は包み紙もじっくり見てみてください♪
　現在、70周年限定で、ミルキーの歴代外装パッケージ
が登場しています。1959年頃～現在までの5種類。皆さ
んにとってミルキーといえばこのパッケージ！というもの
があるのではないでしょうか。時代によって少しずつペコ
ちゃんの顔が変化しているのもおもしろいところです。ぜ
ひ、これを機会にミルキーをチェックしてみてください！

ミルキー70周年
Writer  廣田

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！

梅雨 [梅]

コロナで生活や環境が大きく変わりまし
た、何か新しく始めたことやハマっているこ
とを教えてください。

呑みに行く機会が減ってしまったので、前
からやってみたかった「おうち居酒屋」を始
めました。

面白そうですね、実際やってみてどうですか？

メニュー表を作るのが難しかったです。デ
ザインを考えるのは難しかったですが、何
を入れたら喜んでくれるかな、とかこうした
ら面白いかなと考えながら楽しく作ってみ
ました。

いいですね、目標はどこまで行きますか？

デザインも料理もレベルを上げて、お友達
や両親を「おうち居酒屋」にご招待したいな
と思います。

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、安達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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Q
A

Q
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Q
A

Q
A

インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　東アジア特有の雨期である梅雨。梅雨の語源は諸説あり
ますが、中国長江流域で「梅の実が熟す頃にふる雨」である
ことから「梅雨－ばいう―」となったとか。スーパーなどの店
頭にふっくらと実った青梅が並ぶと、夏の始まりを感じます。
　梅雨はジメジメと蒸し暑くて、気分も体力も萎えてしまい
ます。しかしそんな時こそ、梅干！ 梅に含まれるクエン酸は
疲労回復、カテキン酸による殺菌作用は食べ物の腐敗を防
ぎ毒消しの効果もあります。この季節の食事に最適な食べ
ものではないでしょうか。

今回は昨今様々な媒体、具体的にはドラマ・アニメ・実
写映画・アニメ映画などで展開される一大ジャンル・
漫画について紹介します。漫画とは、コマ割りのある
絵を主体とし、セリフ・擬音語などを補助として物語を
娯楽的に表したもののことです。読み物としてのジャ
ンルは児童・少年・少女・青年など多岐にわたり、年齢・
性別関係なく楽しめます。また漫画を元に上記のよう
な映像作品も展開されていて、何気なく見ていたドラ
マの原作が実は漫画だった！ということが皆様の生活
の中でもあるかもしれません。是非気軽に手に取って
お気に入りの作品を見つけてください♪

施設のご利用にあたって「名古屋市のガイドライン」の順
守をお願いしております。詳しくは会館ホームページをご
覧ください。当面の間、ご不便をおかけご不便をおかけし
ますが、新型コロナウイルス感染拡大予防対策へのご協
力とご理解の程よろしくお願い申し上げます。
ちなみに市民会館では「飛沫防止シートの設置」「消毒液
の設置」などの感染予防対策を行っています！

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
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一大ジャンル・
漫画

募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！募集開始前にご連絡します！

Writer  中村

取材協力ありがとうございました！

募集開始をのがしたくない！そんなあなたへ

● TEL.052-331-2141　● FAX.052-322-7217
● メールアドレス　event@nagoya-shimin.hall-info.jp

昨年12月に開催したピアノイベント【ドレミファ
フォレスト♪】2000人を超える収容数を持つフォ
レストホールで、世界最高峰のピアノ スタインウェ
イをお得に弾くことができるこのイベント。今年も
夏ごろに開催することが決定しました！！

現在、昨年よりも更に多くの方に参加していただ
こうと開催日を調整しています！具体的な日程や
募集期間など、まだまだ未定なところばかりです
が、後日ホームページや当情報紙にてお知らせさ
せていただきます。

市民会館ホームページ
事前案内フォームに入力

お名前とFAX番号を明記のうえ、
市民会館へFAX

① ホームページから登録 ② FAXで登録

052-322-7217https://nagoya-shimin.
hall-info.jp/

①・②どちらかの方法でご登録いただいた方へ、メールもしくはFAXにて募集開始の
ご案内をさせていただきます。ぜひ、ご登録ください♪

※ご案内はメールおよびFAXのみです。電話、郵書でのご案内はいたしませんので予めご了承ください。
※いただいたご連絡先は、当催事の事前案内のみで使用いたします。

お問合せ先 日本特殊陶業市民会館

フォレスト
ホールを
ひとりじめ！

世界最高峰
のピアノを
弾いて
みよう！

今年は
おとなり
音楽プラザ
でも

開催予定！

スタインウェイスタインウェイ

ベーゼンドルファーベーゼンドルファー

施設ご利用にあたってのお願い

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

ステージをひとりじめ！
世界最高峰のピアノを弾いてみませんか？

今年も開催決定！

速報！速報！
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日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山

5 14～～

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

年中無休

営業時間

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

月曜定休

営業時間

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

不定休

営業時間

9 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

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

10 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（L.O.21:30）

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

営業時間

11 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（L.O.21:30）

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

営業時間

12 TIME BOX 〔時計、ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山2F　●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

営業時間

14 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

6 ロンフーダイニング〔麻婆豆腐、チャーハン、担々麺〕
アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
　　　　  10:45～23:00（ L.O.22:00） 杏仁豆腐無料

元日休業

営業時間

7 にぼしらーめん88 〔煮干ラーメン専門店〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
　　　　  11:00～22:00 （L.O.21:50） 味玉１個サービス

元日休業

営業時間

8 Menicon Miru 〔コンタクトレンズ〕
コンタクトレンズ、ケア用品

20％off

元日休業

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

5 BAGEL&BAGEL 〔ベーグル、カフェ〕
アスナル金山1F　●TEL.080-7604-6342
　　　　  10:00～21:00

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

年中無休

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:中村]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 6062VOL.
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以前とは違う、新しい生活様式で過ごさざるを得ない今。いつまで
たっても慣れることのできない習慣が「マスクの着用」です。自分、と
にかくマスクが苦手です…毎日着用している間「首輪を付けられた
猫」の気持ちを身を持って体感しています(笑)。でも、可愛いデザイン
のマスクを見ると心が躍ります。いやこれは派手すぎるかも、買って
もお蔵入りするかな、なんて悩むこともあり。そんな些細な出来事の
積み重ねが日常を作っているのだな、と振り返る今日です。

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 2021.06
※ 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 6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。

※新型コロナウイルス感染拡大予防策のため、窓口の受付時間が変更になる場合があります。詳しくはホームページをご覧ください。

※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

6月1日(火) 6月1日(火)

◆ 点検日 6月14日（月）・29日（火） ◆ 点検日 6月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 7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491回 定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
鈴木優人のラテン

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知芸術劇場 コンサートホール
S席6,400円～D席2,200円 ほか

指揮・チェロ*：鈴木 秀美
1st ヴァイオリン：荒井 英治*
2ndヴァイオリン：米田 誠一*
ヴィオラ：石橋 直子*
ハイドン：弦楽四重奏曲 第62番*
ハイドン：交響曲 第55番『校長先生』
ベートーヴェン：交響曲 第3番『英雄』

［ 6月11日(金) 開演18：45 / 12日(土) 開演16：00 ］

しらかわシリーズVol.37
創立55周年記念 鈴木秀美の55

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上 しらかわホール
S席5,200円～B席2,200円 ほか

［ 6月19日（土） 開演16：00 ］

5月14日現在

5月14日現在

▶出演者

▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：鈴木 優人　ギター：村治 佳織
ソプラノ：盛田 麻央**　バリトン：原田 圭**
合唱：岡崎混声合唱団、愛知県立岡崎高等学校コーラス部**
合唱指揮：近藤 惠子**
ヴィラ＝ロボス：ブラジル風バッハ第8番
ロドリーゴ：アランクエス協奏曲*
フォーレ：レクイエム** 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】

名演例会「Sing a Song」

夏川りみ コンサートツアー2021
～あかり～

Uru Anniversary Tour 2021
「Punctuation」

鴨頭嘉人講演会in名古屋

wacci 47都道府県ツアー 2020-21
[Hall Tour]愛知　※振替公演

DOORS

日本民踊舞踊連盟37回名古屋大会

名友会第53回通常総会

BEAUTY EXPO 2021

CLUB SEVEN ZEROⅢ
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28

(火)

(水)

(金)

(土)

(金)

(日)

(水)

(木)

(日)

(火)

(土)

(月)

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

東海ラジオ放送
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

名古屋カモガシラランド
090-3835-1150

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

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）

日本民踊舞踊連盟
03-3318-3181

一般社団法人　名友会
052-263-1593

名古屋美容専門学校
052-678-3911

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

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

一般：6,800円
小中学生：2,000円

全席指定：7,300円

一般:5,000円
（5/11まで4,500円）

全席指定：5,800円

全席指定 8,500円
U-25チケット 5,000円

無料

関係者のみ

関係者のみ

全席指定 11,000円

19:00～21:10

13:30～15:40

17:00～未定

18:00～未定

19:30～21:00

17:00～未定

18:00～未定

13:00～未定

11:00～16:00

13:30～16:30

13:00～15:50

18:30～未定

YAMAZAKI MASAYOSHI 

“ONE KNIGHT STAND TOUR 2021”

フォレスタコンサート　in 名古屋

創立60周年記念行事

（愛知産業大学工業高等学校）

島津亜矢コンサート2021

爆笑！お笑いエンタメライブin名古屋

劇団四季 The Bridge ～歌の架け橋～

FUMIYA FUJII CONCERT TOUR

2020-2021 ACTION
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(金)

(月)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(木)

(金)

JAIL HOUSE　

052-936-6041

東海テレビ放送/中日新聞社

（問）東海テレビ放送　事業部

052-954-1107

(平日10時～18時）

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

中日新聞社／劇団四季

（問）劇団四季　名古屋オフィス

0570-008-110

（9:30～18:00）

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：6,600円

１階席：6,500円

2階・3階席：5,500円

4階席：4,000円

関係者のみ

全席指定：7,500円

全席指定：4,500円

S席：9,900円

A席：6,600円

B席：3,300円

全席指定：8,580円

18:30～20:30

14:00～16:00

10:00～12:00

①13:00～14:30

②17:00～18:30

①11:30～13:30

②15:00～17:00

18:30～20:00

13:30～15:00

13:30～15:00

13:30～15:00

18:30～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


