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みなさんどのようにして音を楽しんでいますか？市民
会館では、毎日のように様々なコンサートやライブが
行われていますが、コロナ禍でまだまだ、会場に来て
生で音楽を聴くということに抵抗がある方もいらっ
しゃるかと思います。コロナ以前は、私自身も様々な
会場に行きライブで音を楽しんでいましたが、最近は
少し楽しみ方が変わってきた気がします。YouTube
やTikTok・音楽コラボアプリなどで流行りの曲を知
ることが増え、SNS上で発信される音楽に触れる機
会が多くなりました。実際に生で音楽を聴く、臨場感

や感動には勝てないかもしれませんが、スマートフォ
ンやパソコンで手軽に様々なアーティストの音楽を
知るきっかけが広がり、これはこれで面白いなと感じ
ています。最近は個人でYouTubeチャンネルを持っ
て演奏活動などをされている方も多いですし、そこ
で繋がった人たちとコミュニケーションを取ること自
体が身近なものになりました。時代とともに、表現方
法は変わっていきますが、SNSを使って音楽を発信
することもまた、一つの音の楽しみ方なのかなと思い
ます。

音を楽しむ
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！

七夕 [そうめん]

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、中村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！
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　七夕の行事食が「そうめん」であることをご存じですか？ SNS
を覗いてみれば、天の川に見立てたそうめんにオクラの輪切り
や星形にくり抜いた野菜を散りばめた映える画像が溢れてい
て、「いつの間にそんな習慣が！」と驚いてしまいました。
　手延べそうめんの産地である長崎の島原を旅した際、そうめ
んは寝かせるとコシが増して美味しくなると教えてもらい、3年
寝かせたそうめんを買い求めました。食したところ、繊細な舌を
持たない私に劇的な差は分かりませんでしたが、月日を重ねて
大切にされたものを頂いたことは感じることができました。

誰でも手にしているスマートフォン、通称スマホ。電
話やインターネット、通販や動画編集までできる優
れもの。実はゲームもかなり充実していて、最近で
はオンラインで対戦するものやリズムゲーム、中に
は壮大な世界観やストーリーが充実した内容の
ゲームなど様々なジャンルがあります。基本的にス
マホのゲームは無料がほとんどで、手軽に始められ
るのが大きな特徴です。普段ゲームしない方でも簡
単に遊べますので、ぜひ落として（ダウンロード）み
てはいかがでしょうか。

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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スマホで落とした
ゲームなのに

Writer  桶井

取材協力ありがとうございました！

年号は新しく平成から令和に。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により新しい生活
様式が生まれました。
そこで！今年度のサロンコンサートは『新し
い』をテーマに全4回、音楽プラザのサロンで
開催いたします。しかし、まだまだ感染拡大へ
の不安な毎日が続いており、ご来場の人数に

は制限を設けなければならない状況です。
そんな中でより多くの方々にコンサートを楽し
んでもらえるよう、コンサート終了後に市民会
館・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル「か
なやまにじいろ」でも公開することにしました。
ぜひご自宅でゆっくりと『新しい』音楽をお楽
しみください♪施設ご利用にあたってのお願い

２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート
～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪

コロナの影響で、最近ハマっていることはあ
りますか？

コロナと関係あるかと言えば微妙なんですが
（笑）、1人で映画によく行くようになりました。

おお！映画ですね！魅力的な作品がたくさんあ
りますよね！実際、感染対策とかはどうなんで
すか？

映画館によってしっかり対策されています。や
はり場所が名古屋ですので、帰宅後は手洗い
うがいは必須ですね。

そうですね、安心して映画を楽しむためにも、
できることはしっかりやらないとですね。

前までは1人で映画を楽しむことはなかった
のですが、ふと思ったときに行けたのが楽し
かったです。まだまだ厳しい状況が続きます
が、収まれば思いっきり映画を楽しもうと思い
ます！

Vol.1

▶犬飼 裕哉
　（Piano）
▶鈴木 豊大
　（Percussion）

Vol.2

Vol.3 Vol.4

「即興・いま、ここで生まれる音楽」
8月上旬 公開予定

11月ごろ公開予定

YouTubeでのご視聴はこちらから

「若手演奏家の新しい音楽の世界」

2022年2月ごろ
公開予定

「タイトル未定」
2022年1月ごろ
公開予定

「タイトル未定」

詳しくはチラシ、または音楽プラザホーム
ページでご確認ください。 かなやまにじいろ 検 索

出　演

入場無料／要事前申込
日時 ： 7/30（金） 開演19：00
場所 ： 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/plaza/
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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

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3F　●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:桶井]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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早めの梅雨が明け、暑さが厳しくなる季節になってきました。熱中症
にお気をつけてお過ごしください。お店でお酒が飲めない状況ですの
で、いっそ家で作っちゃえ！っと思い、カクテルを作るようになりま
した。道具やお酒を買い揃えて、レシピや動画で作り方を見て、こんな
感じかな？と模索しながら楽しんでいます。落ち着いたら、バーで本
場の味を確かめつつ、自分に合ったカクテルと出会いたいですね。飲
みすぎにはご注意を。
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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

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

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3F　●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:桶井]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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早めの梅雨が明け、暑さが厳しくなる季節になってきました。熱中症
にお気をつけてお過ごしください。お店でお酒が飲めない状況ですの
で、いっそ家で作っちゃえ！っと思い、カクテルを作るようになりま
した。道具やお酒を買い揃えて、レシピや動画で作り方を見て、こんな
感じかな？と模索しながら楽しんでいます。落ち着いたら、バーで本
場の味を確かめつつ、自分に合ったカクテルと出会いたいですね。飲
みすぎにはご注意を。

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7月末日迄
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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

みなさんどのようにして音を楽しんでいますか？市民
会館では、毎日のように様々なコンサートやライブが
行われていますが、コロナ禍でまだまだ、会場に来て
生で音楽を聴くということに抵抗がある方もいらっ
しゃるかと思います。コロナ以前は、私自身も様々な
会場に行きライブで音を楽しんでいましたが、最近は
少し楽しみ方が変わってきた気がします。YouTube
やTikTok・音楽コラボアプリなどで流行りの曲を知
ることが増え、SNS上で発信される音楽に触れる機
会が多くなりました。実際に生で音楽を聴く、臨場感

や感動には勝てないかもしれませんが、スマートフォ
ンやパソコンで手軽に様々なアーティストの音楽を
知るきっかけが広がり、これはこれで面白いなと感じ
ています。最近は個人でYouTubeチャンネルを持っ
て演奏活動などをされている方も多いですし、そこ
で繋がった人たちとコミュニケーションを取ること自
体が身近なものになりました。時代とともに、表現方
法は変わっていきますが、SNSを使って音楽を発信
することもまた、一つの音の楽しみ方なのかなと思い
ます。

音を楽しむ
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！

七夕 [そうめん]

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、中村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
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Q

A

Q

A

Q

A

インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　七夕の行事食が「そうめん」であることをご存じですか？ SNS
を覗いてみれば、天の川に見立てたそうめんにオクラの輪切り
や星形にくり抜いた野菜を散りばめた映える画像が溢れてい
て、「いつの間にそんな習慣が！」と驚いてしまいました。
　手延べそうめんの産地である長崎の島原を旅した際、そうめ
んは寝かせるとコシが増して美味しくなると教えてもらい、3年
寝かせたそうめんを買い求めました。食したところ、繊細な舌を
持たない私に劇的な差は分かりませんでしたが、月日を重ねて
大切にされたものを頂いたことは感じることができました。

誰でも手にしているスマートフォン、通称スマホ。電
話やインターネット、通販や動画編集までできる優
れもの。実はゲームもかなり充実していて、最近で
はオンラインで対戦するものやリズムゲーム、中に
は壮大な世界観やストーリーが充実した内容の
ゲームなど様々なジャンルがあります。基本的にス
マホのゲームは無料がほとんどで、手軽に始められ
るのが大きな特徴です。普段ゲームしない方でも簡
単に遊べますので、ぜひ落として（ダウンロード）み
てはいかがでしょうか。

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
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き
！
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執筆:栗木

スマホで落とした
ゲームなのに

Writer  桶井

取材協力ありがとうございました！

年号は新しく平成から令和に。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により新しい生活
様式が生まれました。
そこで！今年度のサロンコンサートは『新し
い』をテーマに全4回、音楽プラザのサロンで
開催いたします。しかし、まだまだ感染拡大へ
の不安な毎日が続いており、ご来場の人数に

は制限を設けなければならない状況です。
そんな中でより多くの方々にコンサートを楽し
んでもらえるよう、コンサート終了後に市民会
館・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル「か
なやまにじいろ」でも公開することにしました。
ぜひご自宅でゆっくりと『新しい』音楽をお楽
しみください♪施設ご利用にあたってのお願い

２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート
～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪

コロナの影響で、最近ハマっていることはあ
りますか？

コロナと関係あるかと言えば微妙なんですが
（笑）、1人で映画によく行くようになりました。

おお！映画ですね！魅力的な作品がたくさんあ
りますよね！実際、感染対策とかはどうなんで
すか？

映画館によってしっかり対策されています。や
はり場所が名古屋ですので、帰宅後は手洗い
うがいは必須ですね。

そうですね、安心して映画を楽しむためにも、
できることはしっかりやらないとですね。

前までは1人で映画を楽しむことはなかった
のですが、ふと思ったときに行けたのが楽し
かったです。まだまだ厳しい状況が続きます
が、収まれば思いっきり映画を楽しもうと思い
ます！

Vol.1

▶犬飼 裕哉
　（Piano）
▶鈴木 豊大
　（Percussion）

Vol.2

Vol.3 Vol.4

「即興・いま、ここで生まれる音楽」
8月上旬 公開予定

11月ごろ公開予定

YouTubeでのご視聴はこちらから

「若手演奏家の新しい音楽の世界」

2022年2月ごろ
公開予定

「タイトル未定」
2022年1月ごろ
公開予定

「タイトル未定」

詳しくはチラシ、または音楽プラザホーム
ページでご確認ください。 かなやまにじいろ 検 索

出　演

入場無料／要事前申込
日時 ： 7/30（金） 開演19：00
場所 ： 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/plaza/
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●TEL.052-212-8124
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アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00
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　　　　  10:00～21:00
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10％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

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〕
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(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
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50円
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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:桶井]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 7063VOL.
2021

早めの梅雨が明け、暑さが厳しくなる季節になってきました。熱中症
にお気をつけてお過ごしください。お店でお酒が飲めない状況ですの
で、いっそ家で作っちゃえ！っと思い、カクテルを作るようになりま
した。道具やお酒を買い揃えて、レシピや動画で作り方を見て、こんな
感じかな？と模索しながら楽しんでいます。落ち着いたら、バーで本
場の味を確かめつつ、自分に合ったカクテルと出会いたいですね。飲
みすぎにはご注意を。

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

7
063VOL.

にじいろにじいろにじいろにじいろ
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

NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年7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

みなさんどのようにして音を楽しんでいますか？市民
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行われていますが、コロナ禍でまだまだ、会場に来て
生で音楽を聴くということに抵抗がある方もいらっ
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ることが増え、SNS上で発信される音楽に触れる機
会が多くなりました。実際に生で音楽を聴く、臨場感

や感動には勝てないかもしれませんが、スマートフォ
ンやパソコンで手軽に様々なアーティストの音楽を
知るきっかけが広がり、これはこれで面白いなと感じ
ています。最近は個人でYouTubeチャンネルを持っ
て演奏活動などをされている方も多いですし、そこ
で繋がった人たちとコミュニケーションを取ること自
体が身近なものになりました。時代とともに、表現方
法は変わっていきますが、SNSを使って音楽を発信
することもまた、一つの音の楽しみ方なのかなと思い
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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

　七夕の行事食が「そうめん」であることをご存じですか？ SNS
を覗いてみれば、天の川に見立てたそうめんにオクラの輪切り
や星形にくり抜いた野菜を散りばめた映える画像が溢れてい
て、「いつの間にそんな習慣が！」と驚いてしまいました。
　手延べそうめんの産地である長崎の島原を旅した際、そうめ
んは寝かせるとコシが増して美味しくなると教えてもらい、3年
寝かせたそうめんを買い求めました。食したところ、繊細な舌を
持たない私に劇的な差は分かりませんでしたが、月日を重ねて
大切にされたものを頂いたことは感じることができました。

誰でも手にしているスマートフォン、通称スマホ。電
話やインターネット、通販や動画編集までできる優
れもの。実はゲームもかなり充実していて、最近で
はオンラインで対戦するものやリズムゲーム、中に
は壮大な世界観やストーリーが充実した内容の
ゲームなど様々なジャンルがあります。基本的にス
マホのゲームは無料がほとんどで、手軽に始められ
るのが大きな特徴です。普段ゲームしない方でも簡
単に遊べますので、ぜひ落として（ダウンロード）み
てはいかがでしょうか。

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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執筆:栗木

スマホで落とした
ゲームなのに

Writer  桶井

取材協力ありがとうございました！

年号は新しく平成から令和に。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により新しい生活
様式が生まれました。
そこで！今年度のサロンコンサートは『新し
い』をテーマに全4回、音楽プラザのサロンで
開催いたします。しかし、まだまだ感染拡大へ
の不安な毎日が続いており、ご来場の人数に

は制限を設けなければならない状況です。
そんな中でより多くの方々にコンサートを楽し
んでもらえるよう、コンサート終了後に市民会
館・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル「か
なやまにじいろ」でも公開することにしました。
ぜひご自宅でゆっくりと『新しい』音楽をお楽
しみください♪施設ご利用にあたってのお願い

２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート
～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪

コロナの影響で、最近ハマっていることはあ
りますか？

コロナと関係あるかと言えば微妙なんですが
（笑）、1人で映画によく行くようになりました。

おお！映画ですね！魅力的な作品がたくさんあ
りますよね！実際、感染対策とかはどうなんで
すか？

映画館によってしっかり対策されています。や
はり場所が名古屋ですので、帰宅後は手洗い
うがいは必須ですね。

そうですね、安心して映画を楽しむためにも、
できることはしっかりやらないとですね。

前までは1人で映画を楽しむことはなかった
のですが、ふと思ったときに行けたのが楽し
かったです。まだまだ厳しい状況が続きます
が、収まれば思いっきり映画を楽しもうと思い
ます！

Vol.1

▶犬飼 裕哉
　（Piano）
▶鈴木 豊大
　（Percussion）

Vol.2

Vol.3 Vol.4

「即興・いま、ここで生まれる音楽」
8月上旬 公開予定

11月ごろ公開予定

YouTubeでのご視聴はこちらから

「若手演奏家の新しい音楽の世界」

2022年2月ごろ
公開予定

「タイトル未定」
2022年1月ごろ
公開予定

「タイトル未定」

詳しくはチラシ、または音楽プラザホーム
ページでご確認ください。 かなやまにじいろ 検 索

出　演

入場無料／要事前申込
日時 ： 7/30（金） 開演19：00
場所 ： 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/plaza/
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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

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3F　●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:桶井]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 7063VOL.
2021

早めの梅雨が明け、暑さが厳しくなる季節になってきました。熱中症
にお気をつけてお過ごしください。お店でお酒が飲めない状況ですの
で、いっそ家で作っちゃえ！っと思い、カクテルを作るようになりま
した。道具やお酒を買い揃えて、レシピや動画で作り方を見て、こんな
感じかな？と模索しながら楽しんでいます。落ち着いたら、バーで本
場の味を確かめつつ、自分に合ったカクテルと出会いたいですね。飲
みすぎにはご注意を。

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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』

▶指　揮
▶ピアノ
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会

ビューティーショー

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

森フォレ

鈴木みのり 2nd LIVE TOUR 2021
～Make My Story！～

3

4

11

13

14

18

23

25

28

31

(土)

(日)

(日)

(火)

(水)

(日)

(金)

(日)

(水)

(土)

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

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

ひまわり会
052-400-1006

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

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）

エスエフオペレーション／
サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

全席指定 ： 5,800円

Sチケット(DVD付) 10,000円
指定席 5,000円

SS席(お土産付) ：13,500円
S席 ：9,500円
A席 ：7,000円

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

1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

全席指定　8,500円（税込）

全席指定：8,800円

17:30～未定

①14:30～未定
②18:30～未定

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

12:30～17:00

15:00（予定）　 
　　　～未定

14:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

milet 1st tour SEVENTH HEAVEN

2021年夏 しまじろうコンサート
すすめ! たからのしまの だいぼうけん

同朋高校　芸術鑑賞

三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉斗　　
なごや特撰落語会

GReeeeN　2021年ツアー
「ツーナゲール 全繋大作戦
 ～何処かに広がる大きな声が～」

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

上白石萌音『yattokosa』Tour 2021

lynch.
TOUR’21 -ULTIMA-

中部日本吹奏楽コンクール名古屋地区大会

LAWSON presents 
CHiCO with HoneyWorks 
summer hall tour 2021 SEVEN PiECES
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
高等学校の部
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 B
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 A
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊8/1（日）14:00公演

1

2

3

4

5

9

10

15

16

17

18

24

26
27

28

29

31

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(土)

(月)
(火)

(水)

(木)

(土)

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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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7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

みなさんどのようにして音を楽しんでいますか？市民
会館では、毎日のように様々なコンサートやライブが
行われていますが、コロナ禍でまだまだ、会場に来て
生で音楽を聴くということに抵抗がある方もいらっ
しゃるかと思います。コロナ以前は、私自身も様々な
会場に行きライブで音を楽しんでいましたが、最近は
少し楽しみ方が変わってきた気がします。YouTube
やTikTok・音楽コラボアプリなどで流行りの曲を知
ることが増え、SNS上で発信される音楽に触れる機
会が多くなりました。実際に生で音楽を聴く、臨場感

や感動には勝てないかもしれませんが、スマートフォ
ンやパソコンで手軽に様々なアーティストの音楽を
知るきっかけが広がり、これはこれで面白いなと感じ
ています。最近は個人でYouTubeチャンネルを持っ
て演奏活動などをされている方も多いですし、そこ
で繋がった人たちとコミュニケーションを取ること自
体が身近なものになりました。時代とともに、表現方
法は変わっていきますが、SNSを使って音楽を発信
することもまた、一つの音の楽しみ方なのかなと思い
ます。

音を楽しむ
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！

七夕 [そうめん]

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、中村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

　七夕の行事食が「そうめん」であることをご存じですか？ SNS
を覗いてみれば、天の川に見立てたそうめんにオクラの輪切り
や星形にくり抜いた野菜を散りばめた映える画像が溢れてい
て、「いつの間にそんな習慣が！」と驚いてしまいました。
　手延べそうめんの産地である長崎の島原を旅した際、そうめ
んは寝かせるとコシが増して美味しくなると教えてもらい、3年
寝かせたそうめんを買い求めました。食したところ、繊細な舌を
持たない私に劇的な差は分かりませんでしたが、月日を重ねて
大切にされたものを頂いたことは感じることができました。

誰でも手にしているスマートフォン、通称スマホ。電
話やインターネット、通販や動画編集までできる優
れもの。実はゲームもかなり充実していて、最近で
はオンラインで対戦するものやリズムゲーム、中に
は壮大な世界観やストーリーが充実した内容の
ゲームなど様々なジャンルがあります。基本的にス
マホのゲームは無料がほとんどで、手軽に始められ
るのが大きな特徴です。普段ゲームしない方でも簡
単に遊べますので、ぜひ落として（ダウンロード）み
てはいかがでしょうか。

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

スマホで落とした
ゲームなのに

Writer  桶井

取材協力ありがとうございました！

年号は新しく平成から令和に。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により新しい生活
様式が生まれました。
そこで！今年度のサロンコンサートは『新し
い』をテーマに全4回、音楽プラザのサロンで
開催いたします。しかし、まだまだ感染拡大へ
の不安な毎日が続いており、ご来場の人数に

は制限を設けなければならない状況です。
そんな中でより多くの方々にコンサートを楽し
んでもらえるよう、コンサート終了後に市民会
館・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル「か
なやまにじいろ」でも公開することにしました。
ぜひご自宅でゆっくりと『新しい』音楽をお楽
しみください♪施設ご利用にあたってのお願い

２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート
～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪

コロナの影響で、最近ハマっていることはあ
りますか？

コロナと関係あるかと言えば微妙なんですが
（笑）、1人で映画によく行くようになりました。

おお！映画ですね！魅力的な作品がたくさんあ
りますよね！実際、感染対策とかはどうなんで
すか？

映画館によってしっかり対策されています。や
はり場所が名古屋ですので、帰宅後は手洗い
うがいは必須ですね。

そうですね、安心して映画を楽しむためにも、
できることはしっかりやらないとですね。

前までは1人で映画を楽しむことはなかった
のですが、ふと思ったときに行けたのが楽し
かったです。まだまだ厳しい状況が続きます
が、収まれば思いっきり映画を楽しもうと思い
ます！

Vol.1

▶犬飼 裕哉
　（Piano）
▶鈴木 豊大
　（Percussion）

Vol.2

Vol.3 Vol.4

「即興・いま、ここで生まれる音楽」
8月上旬 公開予定

11月ごろ公開予定

YouTubeでのご視聴はこちらから

「若手演奏家の新しい音楽の世界」

2022年2月ごろ
公開予定

「タイトル未定」
2022年1月ごろ
公開予定

「タイトル未定」

詳しくはチラシ、または音楽プラザホーム
ページでご確認ください。 かなやまにじいろ 検 索

出　演

入場無料／要事前申込
日時 ： 7/30（金） 開演19：00
場所 ： 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/plaza/

19

19

大
津
通

伏
見
通

古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

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

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3F　●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:桶井]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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早めの梅雨が明け、暑さが厳しくなる季節になってきました。熱中症
にお気をつけてお過ごしください。お店でお酒が飲めない状況ですの
で、いっそ家で作っちゃえ！っと思い、カクテルを作るようになりま
した。道具やお酒を買い揃えて、レシピや動画で作り方を見て、こんな
感じかな？と模索しながら楽しんでいます。落ち着いたら、バーで本
場の味を確かめつつ、自分に合ったカクテルと出会いたいですね。飲
みすぎにはご注意を。

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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』

▶指　揮
▶ピアノ
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会

ビューティーショー

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

森フォレ

鈴木みのり 2nd LIVE TOUR 2021
～Make My Story！～
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23

25

28

31

(土)

(日)

(日)

(火)

(水)

(日)

(金)

(日)

(水)

(土)

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

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

ひまわり会
052-400-1006

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

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）

エスエフオペレーション／
サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

全席指定 ： 5,800円

Sチケット(DVD付) 10,000円
指定席 5,000円

SS席(お土産付) ：13,500円
S席 ：9,500円
A席 ：7,000円

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

1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

全席指定　8,500円（税込）

全席指定：8,800円

17:30～未定

①14:30～未定
②18:30～未定

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

12:30～17:00

15:00（予定）　 
　　　～未定

14:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

milet 1st tour SEVENTH HEAVEN

2021年夏 しまじろうコンサート
すすめ! たからのしまの だいぼうけん

同朋高校　芸術鑑賞

三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉斗　　
なごや特撰落語会

GReeeeN　2021年ツアー
「ツーナゲール 全繋大作戦
 ～何処かに広がる大きな声が～」

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

上白石萌音『yattokosa』Tour 2021

lynch.
TOUR’21 -ULTIMA-

中部日本吹奏楽コンクール名古屋地区大会

LAWSON presents 
CHiCO with HoneyWorks 
summer hall tour 2021 SEVEN PiECES
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
高等学校の部
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 B
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 A
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊8/1（日）14:00公演
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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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』
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▶ピアノ
▶プログラム
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▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会
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(金)
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(金)

(土)

(日)

(土)

(月)
(火)

(水)

(木)

(土)

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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』

▶指　揮
▶ピアノ
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会

ビューティーショー

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

森フォレ

鈴木みのり 2nd LIVE TOUR 2021
～Make My Story！～
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(土)

(日)

(日)

(火)

(水)

(日)

(金)

(日)

(水)

(土)

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

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

ひまわり会
052-400-1006

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

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）

エスエフオペレーション／
サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

全席指定 ： 5,800円

Sチケット(DVD付) 10,000円
指定席 5,000円

SS席(お土産付) ：13,500円
S席 ：9,500円
A席 ：7,000円

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

1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

全席指定　8,500円（税込）

全席指定：8,800円

17:30～未定

①14:30～未定
②18:30～未定

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

12:30～17:00

15:00（予定）　 
　　　～未定

14:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

milet 1st tour SEVENTH HEAVEN

2021年夏 しまじろうコンサート
すすめ! たからのしまの だいぼうけん

同朋高校　芸術鑑賞

三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉斗　　
なごや特撰落語会

GReeeeN　2021年ツアー
「ツーナゲール 全繋大作戦
 ～何処かに広がる大きな声が～」

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

上白石萌音『yattokosa』Tour 2021

lynch.
TOUR’21 -ULTIMA-

中部日本吹奏楽コンクール名古屋地区大会

LAWSON presents 
CHiCO with HoneyWorks 
summer hall tour 2021 SEVEN PiECES
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
高等学校の部
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 B
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 A
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊8/1（日）14:00公演
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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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』

▶指　揮
▶ピアノ
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会

ビューティーショー

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

森フォレ

鈴木みのり 2nd LIVE TOUR 2021
～Make My Story！～
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28

31

(土)

(日)

(日)

(火)

(水)

(日)

(金)

(日)

(水)

(土)

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

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

ひまわり会
052-400-1006

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

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）

エスエフオペレーション／
サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

全席指定 ： 5,800円

Sチケット(DVD付) 10,000円
指定席 5,000円

SS席(お土産付) ：13,500円
S席 ：9,500円
A席 ：7,000円

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

1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

全席指定　8,500円（税込）

全席指定：8,800円

17:30～未定

①14:30～未定
②18:30～未定

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

12:30～17:00

15:00（予定）　 
　　　～未定

14:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

milet 1st tour SEVENTH HEAVEN

2021年夏 しまじろうコンサート
すすめ! たからのしまの だいぼうけん

同朋高校　芸術鑑賞

三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉斗　　
なごや特撰落語会

GReeeeN　2021年ツアー
「ツーナゲール 全繋大作戦
 ～何処かに広がる大きな声が～」

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

上白石萌音『yattokosa』Tour 2021

lynch.
TOUR’21 -ULTIMA-

中部日本吹奏楽コンクール名古屋地区大会

LAWSON presents 
CHiCO with HoneyWorks 
summer hall tour 2021 SEVEN PiECES
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
高等学校の部
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 B
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 A
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊8/1（日）14:00公演
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(金)
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(木)

(金)

(土)

(日)

(土)

(月)
(火)

(水)

(木)

(土)

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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』

▶指　揮
▶ピアノ
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会

ビューティーショー

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

森フォレ

鈴木みのり 2nd LIVE TOUR 2021
～Make My Story！～
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052-320-9100
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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)

サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
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名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739
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052-400-1006
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052-533-3363
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052-320-9100
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（祝日を除く月-金10:00～18:00）
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URL：www.sundayfolk.com

全席指定 ： 5,800円

Sチケット(DVD付) 10,000円
指定席 5,000円

SS席(お土産付) ：13,500円
S席 ：9,500円
A席 ：7,000円

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

1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

全席指定　8,500円（税込）

全席指定：8,800円

17:30～未定

①14:30～未定
②18:30～未定
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18:30～21:30

13:30～16:30

12:30～17:00

15:00（予定）　 
　　　～未定

14:00～未定

17:00～未定

17:30～未定
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2021年夏 しまじろうコンサート
すすめ! たからのしまの だいぼうけん

同朋高校　芸術鑑賞

三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉斗　　
なごや特撰落語会

GReeeeN　2021年ツアー
「ツーナゲール 全繋大作戦
 ～何処かに広がる大きな声が～」

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

上白石萌音『yattokosa』Tour 2021

lynch.
TOUR’21 -ULTIMA-

中部日本吹奏楽コンクール名古屋地区大会

LAWSON presents 
CHiCO with HoneyWorks 
summer hall tour 2021 SEVEN PiECES
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
高等学校の部
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 B
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 A
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊8/1（日）14:00公演
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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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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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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

NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年7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

みなさんどのようにして音を楽しんでいますか？市民
会館では、毎日のように様々なコンサートやライブが
行われていますが、コロナ禍でまだまだ、会場に来て
生で音楽を聴くということに抵抗がある方もいらっ
しゃるかと思います。コロナ以前は、私自身も様々な
会場に行きライブで音を楽しんでいましたが、最近は
少し楽しみ方が変わってきた気がします。YouTube
やTikTok・音楽コラボアプリなどで流行りの曲を知
ることが増え、SNS上で発信される音楽に触れる機
会が多くなりました。実際に生で音楽を聴く、臨場感

や感動には勝てないかもしれませんが、スマートフォ
ンやパソコンで手軽に様々なアーティストの音楽を
知るきっかけが広がり、これはこれで面白いなと感じ
ています。最近は個人でYouTubeチャンネルを持っ
て演奏活動などをされている方も多いですし、そこ
で繋がった人たちとコミュニケーションを取ること自
体が身近なものになりました。時代とともに、表現方
法は変わっていきますが、SNSを使って音楽を発信
することもまた、一つの音の楽しみ方なのかなと思い
ます。

音を楽しむ
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！

七夕 [そうめん]

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、中村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

　七夕の行事食が「そうめん」であることをご存じですか？ SNS
を覗いてみれば、天の川に見立てたそうめんにオクラの輪切り
や星形にくり抜いた野菜を散りばめた映える画像が溢れてい
て、「いつの間にそんな習慣が！」と驚いてしまいました。
　手延べそうめんの産地である長崎の島原を旅した際、そうめ
んは寝かせるとコシが増して美味しくなると教えてもらい、3年
寝かせたそうめんを買い求めました。食したところ、繊細な舌を
持たない私に劇的な差は分かりませんでしたが、月日を重ねて
大切にされたものを頂いたことは感じることができました。

誰でも手にしているスマートフォン、通称スマホ。電
話やインターネット、通販や動画編集までできる優
れもの。実はゲームもかなり充実していて、最近で
はオンラインで対戦するものやリズムゲーム、中に
は壮大な世界観やストーリーが充実した内容の
ゲームなど様々なジャンルがあります。基本的にス
マホのゲームは無料がほとんどで、手軽に始められ
るのが大きな特徴です。普段ゲームしない方でも簡
単に遊べますので、ぜひ落として（ダウンロード）み
てはいかがでしょうか。

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

スマホで落とした
ゲームなのに

Writer  桶井

取材協力ありがとうございました！

年号は新しく平成から令和に。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により新しい生活
様式が生まれました。
そこで！今年度のサロンコンサートは『新し
い』をテーマに全4回、音楽プラザのサロンで
開催いたします。しかし、まだまだ感染拡大へ
の不安な毎日が続いており、ご来場の人数に

は制限を設けなければならない状況です。
そんな中でより多くの方々にコンサートを楽し
んでもらえるよう、コンサート終了後に市民会
館・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル「か
なやまにじいろ」でも公開することにしました。
ぜひご自宅でゆっくりと『新しい』音楽をお楽
しみください♪施設ご利用にあたってのお願い

２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート
～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪

コロナの影響で、最近ハマっていることはあ
りますか？

コロナと関係あるかと言えば微妙なんですが
（笑）、1人で映画によく行くようになりました。

おお！映画ですね！魅力的な作品がたくさんあ
りますよね！実際、感染対策とかはどうなんで
すか？

映画館によってしっかり対策されています。や
はり場所が名古屋ですので、帰宅後は手洗い
うがいは必須ですね。

そうですね、安心して映画を楽しむためにも、
できることはしっかりやらないとですね。

前までは1人で映画を楽しむことはなかった
のですが、ふと思ったときに行けたのが楽し
かったです。まだまだ厳しい状況が続きます
が、収まれば思いっきり映画を楽しもうと思い
ます！

Vol.1

▶犬飼 裕哉
　（Piano）
▶鈴木 豊大
　（Percussion）

Vol.2

Vol.3 Vol.4

「即興・いま、ここで生まれる音楽」
8月上旬 公開予定

11月ごろ公開予定

YouTubeでのご視聴はこちらから

「若手演奏家の新しい音楽の世界」

2022年2月ごろ
公開予定

「タイトル未定」
2022年1月ごろ
公開予定

「タイトル未定」

詳しくはチラシ、または音楽プラザホーム
ページでご確認ください。 かなやまにじいろ 検 索

出　演

入場無料／要事前申込
日時 ： 7/30（金） 開演19：00
場所 ： 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/plaza/
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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

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3F　●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:桶井]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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早めの梅雨が明け、暑さが厳しくなる季節になってきました。熱中症
にお気をつけてお過ごしください。お店でお酒が飲めない状況ですの
で、いっそ家で作っちゃえ！っと思い、カクテルを作るようになりま
した。道具やお酒を買い揃えて、レシピや動画で作り方を見て、こんな
感じかな？と模索しながら楽しんでいます。落ち着いたら、バーで本
場の味を確かめつつ、自分に合ったカクテルと出会いたいですね。飲
みすぎにはご注意を。

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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』

▶指　揮
▶ピアノ
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会

ビューティーショー

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

森フォレ

鈴木みのり 2nd LIVE TOUR 2021
～Make My Story！～
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25
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31

(土)

(日)

(日)

(火)

(水)

(日)

(金)

(日)

(水)

(土)

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

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

ひまわり会
052-400-1006

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

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）

エスエフオペレーション／
サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

全席指定 ： 5,800円

Sチケット(DVD付) 10,000円
指定席 5,000円

SS席(お土産付) ：13,500円
S席 ：9,500円
A席 ：7,000円

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

1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

全席指定　8,500円（税込）

全席指定：8,800円

17:30～未定

①14:30～未定
②18:30～未定

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

12:30～17:00

15:00（予定）　 
　　　～未定

14:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

milet 1st tour SEVENTH HEAVEN

2021年夏 しまじろうコンサート
すすめ! たからのしまの だいぼうけん

同朋高校　芸術鑑賞

三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉斗　　
なごや特撰落語会

GReeeeN　2021年ツアー
「ツーナゲール 全繋大作戦
 ～何処かに広がる大きな声が～」

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

上白石萌音『yattokosa』Tour 2021

lynch.
TOUR’21 -ULTIMA-

中部日本吹奏楽コンクール名古屋地区大会

LAWSON presents 
CHiCO with HoneyWorks 
summer hall tour 2021 SEVEN PiECES
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
高等学校の部
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 B
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 A
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊8/1（日）14:00公演
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(木)

(金)

(土)

(日)

(土)

(月)
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(水)

(木)

(土)

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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』

▶指　揮
▶ピアノ
▶プログラム
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▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会
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三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉斗　　
なごや特撰落語会
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上白石萌音『yattokosa』Tour 2021

lynch.
TOUR’21 -ULTIMA-

中部日本吹奏楽コンクール名古屋地区大会

LAWSON presents 
CHiCO with HoneyWorks 
summer hall tour 2021 SEVEN PiECES
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
高等学校の部
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 B
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 A
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊8/1（日）14:00公演

1

2

3

4

5

9

10

15

16

17

18

24

26
27

28

29

31

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(土)

(月)
(火)

(水)

(木)

(土)

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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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7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

みなさんどのようにして音を楽しんでいますか？市民
会館では、毎日のように様々なコンサートやライブが
行われていますが、コロナ禍でまだまだ、会場に来て
生で音楽を聴くということに抵抗がある方もいらっ
しゃるかと思います。コロナ以前は、私自身も様々な
会場に行きライブで音を楽しんでいましたが、最近は
少し楽しみ方が変わってきた気がします。YouTube
やTikTok・音楽コラボアプリなどで流行りの曲を知
ることが増え、SNS上で発信される音楽に触れる機
会が多くなりました。実際に生で音楽を聴く、臨場感

や感動には勝てないかもしれませんが、スマートフォ
ンやパソコンで手軽に様々なアーティストの音楽を
知るきっかけが広がり、これはこれで面白いなと感じ
ています。最近は個人でYouTubeチャンネルを持っ
て演奏活動などをされている方も多いですし、そこ
で繋がった人たちとコミュニケーションを取ること自
体が身近なものになりました。時代とともに、表現方
法は変わっていきますが、SNSを使って音楽を発信
することもまた、一つの音の楽しみ方なのかなと思い
ます。

音を楽しむ
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！

七夕 [そうめん]

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、中村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

　七夕の行事食が「そうめん」であることをご存じですか？ SNS
を覗いてみれば、天の川に見立てたそうめんにオクラの輪切り
や星形にくり抜いた野菜を散りばめた映える画像が溢れてい
て、「いつの間にそんな習慣が！」と驚いてしまいました。
　手延べそうめんの産地である長崎の島原を旅した際、そうめ
んは寝かせるとコシが増して美味しくなると教えてもらい、3年
寝かせたそうめんを買い求めました。食したところ、繊細な舌を
持たない私に劇的な差は分かりませんでしたが、月日を重ねて
大切にされたものを頂いたことは感じることができました。

誰でも手にしているスマートフォン、通称スマホ。電
話やインターネット、通販や動画編集までできる優
れもの。実はゲームもかなり充実していて、最近で
はオンラインで対戦するものやリズムゲーム、中に
は壮大な世界観やストーリーが充実した内容の
ゲームなど様々なジャンルがあります。基本的にス
マホのゲームは無料がほとんどで、手軽に始められ
るのが大きな特徴です。普段ゲームしない方でも簡
単に遊べますので、ぜひ落として（ダウンロード）み
てはいかがでしょうか。

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

スマホで落とした
ゲームなのに

Writer  桶井

取材協力ありがとうございました！

年号は新しく平成から令和に。また、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により新しい生活
様式が生まれました。
そこで！今年度のサロンコンサートは『新し
い』をテーマに全4回、音楽プラザのサロンで
開催いたします。しかし、まだまだ感染拡大へ
の不安な毎日が続いており、ご来場の人数に

は制限を設けなければならない状況です。
そんな中でより多くの方々にコンサートを楽し
んでもらえるよう、コンサート終了後に市民会
館・音楽プラザ公式YouTubeチャンネル「か
なやまにじいろ」でも公開することにしました。
ぜひご自宅でゆっくりと『新しい』音楽をお楽
しみください♪施設ご利用にあたってのお願い

２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート２０２１年度 サロンコンサート
～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪今年のサロンコンサートはオンラインでも開催♪

コロナの影響で、最近ハマっていることはあ
りますか？

コロナと関係あるかと言えば微妙なんですが
（笑）、1人で映画によく行くようになりました。

おお！映画ですね！魅力的な作品がたくさんあ
りますよね！実際、感染対策とかはどうなんで
すか？

映画館によってしっかり対策されています。や
はり場所が名古屋ですので、帰宅後は手洗い
うがいは必須ですね。

そうですね、安心して映画を楽しむためにも、
できることはしっかりやらないとですね。

前までは1人で映画を楽しむことはなかった
のですが、ふと思ったときに行けたのが楽し
かったです。まだまだ厳しい状況が続きます
が、収まれば思いっきり映画を楽しもうと思い
ます！

Vol.1

▶犬飼 裕哉
　（Piano）
▶鈴木 豊大
　（Percussion）

Vol.2

Vol.3 Vol.4

「即興・いま、ここで生まれる音楽」
8月上旬 公開予定

11月ごろ公開予定

YouTubeでのご視聴はこちらから

「若手演奏家の新しい音楽の世界」

2022年2月ごろ
公開予定

「タイトル未定」
2022年1月ごろ
公開予定

「タイトル未定」

詳しくはチラシ、または音楽プラザホーム
ページでご確認ください。 かなやまにじいろ 検 索

出　演

入場無料／要事前申込
日時 ： 7/30（金） 開演19：00
場所 ： 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン

https://nagoya-shimin.hall-info.jp/plaza/

19

19

大
津
通

伏
見
通

古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

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

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3F　●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:桶井]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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早めの梅雨が明け、暑さが厳しくなる季節になってきました。熱中症
にお気をつけてお過ごしください。お店でお酒が飲めない状況ですの
で、いっそ家で作っちゃえ！っと思い、カクテルを作るようになりま
した。道具やお酒を買い揃えて、レシピや動画で作り方を見て、こんな
感じかな？と模索しながら楽しんでいます。落ち着いたら、バーで本
場の味を確かめつつ、自分に合ったカクテルと出会いたいですね。飲
みすぎにはご注意を。

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 2021.07
※ 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 7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

7月1日(木) 7月1日(木)

◆ 点検日 7月19日（月）

◆ 点検日 7月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 2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

◆ 令和4年度定期受付

▶ 合奏場、大・中リハーサル室

▶ 大リハーサル室

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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 8月分

※音楽の練習のみ対象

抽　 選 　会 ／ 午後1時30分から
受付対象期間 ／ 2022（令和4）年4月1日～
　　　　　　　　　　　　　　　2023（令和5）年3月31日
受  付  方  法 ／ 抽選会当日にご来館いただき受付いたします

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

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492回定期演奏会 「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のシェーンベルク〉

◆ 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

［ 7月9日(金) 18：45開演／10日(土)16：00開演 ］

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 7月15日(木)18：45開演 ］

6月15日現在

6月15日現在

川瀬 賢太郎
菊池 洋子*
シベリウス：交響詩『フィンランディア』
ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第2番*
リムスキー＝コルサコフ：交響組曲『シェエラザード』

▶指　揮
▶ピアノ
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕　
シェーンベルク：浄められた夜　
ブラームス[シェーンベルク編]：ピアノ四重奏第1番　 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】

7/ 30 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.1 即興・いま、ここで生まれる音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

7月5日（月）

GRAPEVINE tour2021

26時のマスカレイド スペシャルライブ 
～ニジマスアドベンチャー～

七海ひろき
One-manLIVE773 Tour 2021

名演例会「東海道四谷怪談」

宗家西川流第52回ひまわり会舞踊会

ビューティーショー

サンドウィッチマンライブツアー2020～21

森フォレ

鈴木みのり 2nd LIVE TOUR 2021
～Make My Story！～

3

4

11

13

14

18

23

25

28

31

(土)

(日)

(日)

(火)

(水)

(日)

(金)

(日)

(水)

(土)

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

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

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

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

ひまわり会
052-400-1006

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

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）

エスエフオペレーション／
サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

全席指定 ： 5,800円

Sチケット(DVD付) 10,000円
指定席 5,000円

SS席(お土産付) ：13,500円
S席 ：9,500円
A席 ：7,000円

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

1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

全席指定　8,500円（税込）

全席指定：8,800円

17:30～未定

①14:30～未定
②18:30～未定

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

12:30～17:00

15:00（予定）　 
　　　～未定

14:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

milet 1st tour SEVENTH HEAVEN

2021年夏 しまじろうコンサート
すすめ! たからのしまの だいぼうけん

同朋高校　芸術鑑賞

三遊亭小遊三・三遊亭円楽・瀧川鯉斗　　
なごや特撰落語会

GReeeeN　2021年ツアー
「ツーナゲール 全繋大作戦
 ～何処かに広がる大きな声が～」

第77回市民会館名曲シリーズ
〈リクエスト・コンサート第2弾〉

上白石萌音『yattokosa』Tour 2021

lynch.
TOUR’21 -ULTIMA-

中部日本吹奏楽コンクール名古屋地区大会

LAWSON presents 
CHiCO with HoneyWorks 
summer hall tour 2021 SEVEN PiECES
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
高等学校の部
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 B
愛知県吹奏楽コンクール　名古屋地区大会
中学校の部 A
HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊8/1（日）14:00公演

1

2

3

4

5

9

10

15

16

17

18

24

26
27

28

29

31

(木)

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(木)

(金)

(土)

(日)

(土)

(月)
(火)

(水)

(木)

(土)

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

ベネッセコーポレーション
（問）しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

同朋高等学校
052-411-1159

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

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

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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

愛知県吹奏楽連盟名古屋支部
080-4213-2336（服部）

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　5,940円

全席指定:3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

関係者のみ

全席指定：4,300円

VIP席　15,000円
指定席　9,800円

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

全座席指定
【一般チケット】： 7,300 円
【学割チケット】： 5,500 円

全席指定 8,000円

無観客開催

全席指定　7,200円

無観客開催

全席指定：10,000円

19:00～未定

①14:00～15:15
②16:40～18:00
①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
①11:00～12:15
②14:00～15:15
③16:40～18:00

13:00～17:30

13:00～15:00

17:00～未定

18:45～20:45

19:00～未定

17:00～未定

9:30～17:30

17:30～未定

9:30～18:00
9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

17:30～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


