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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
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　盆踊りは聴くもの。私は盆踊りも他のジャンルの音楽
と同じ並びで受け止めているので。
　郡上おどりを一度だけ観に行ったことがあります。こ
の「最高の参加型」の盆踊りであっても私の目的は現地
で生の音楽として聴くことでした。当時住んでいた関西
から列車を乗り継いで郡上八幡駅にたどり着いたのは
完全に夜になってから。そこからはただ人の流れに従っ
て道も分からない街なかへと歩いていきました。もうそ
の頃には踊る人たちの波で道々が埋め尽くされている
状態で、それは私が生まれて初めて目にする素晴らしい
熱気に包まれた光景でした。

　私の実家のある九州の田舎町にもそこそこ有名な盆
踊りはあるのですが、もうノリが全然違う。しかも郡上お
どりは曲数が多い上に、節回しもリズムもキャラが立っ
ていて、とても面白い。ポリリズムっぽい部分がある＜春
駒＞や軽快でちょっとディープな歌詞も楽しい＜げんげ
んばらばら＞をはじめ多彩な音楽を未聴の方はぜひ。
　この夏も残念ながら郡上八幡には行けなさそうです
が、せめてもの楽しみとして、私は郡上おどり保存会の
＜決定盤 正調郡上おどり＞と＜後藤直弘の郡上節＞と
いう2種類、それぞれに名調子を堪能出来るCDを聴い
ています。

これぞ夏フェス。盆踊り
Writer  若林

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！

盛夏 [かき氷]

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、廣田さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-
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インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　気温３５度を超える猛暑日が続くと食べたくなるもの、かき
氷。昨今のブームによって、ティラミス味やアボカド味などの変
わり種、シロップがエスプーマ(泡)状のふわふわしたもの、桃や
苺などの果実を絞ってソースにした贅沢なものまで、多種多様
なかき氷が味わえるようになりました。
　しかしながら私の不動の１位は、学生時代に足しげく通った
地元の小さなお饅頭屋さんのかき氷です。入口によしずがた
てかけられた狭い店内にクーラーは無く、風鈴がチリチリと鳴
る中、友人たちと互いの器をつつき合って食べたかき氷は特別
な味がしたのです。

今回は昨今社会現象にまで発展したジャンル・アニメを
解説していきたいと思います。アニメとは、アニメー
ションの略で、動作や形が少しずつ異なる絵や人形を
一コマずつ撮影し、連続して動いて見えるように作られ
たもののことです。静画である漫画と違い、動画である
こと。もう一つ大きな違いはセリフや効果音に実際の
音声があてられることでしょう。昨今は動画配信サービ
スが進み、様々な年代の人が何時でも視聴できること
によって、爆発的に認知度が高まったと思われます。皆
様も気軽に、まずは話題作から視聴されてみてはどう
でしょう？

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

動く！喋る！
アニメーションの魅力

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

そんな、劇場にまつわる質問を大募集！採用された質問は、日本特殊陶業市民会館公式YouTube
チャンネル「かなやまにじいろ」でお答えします！また採用された方には、もれなくプレゼントが！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響で、生活や環境が大きく変わり
ましたが、普段は何をしてますか？

数年前から友人と文通をしているのですが、
コロナ禍で会う頻度が減ってしまった分、手紙
のありがたさを実感しています。自宅のポスト
に手紙が入っているだけで嬉しいです（笑）

文通！なかなか渋いですね！最近では色んな手
紙がありますね。

レターセットを選んだり、郵便局で風景印（消
印の一種）を押してもらったり。手紙ならでは
の魅力があって楽しいです。

手紙も奥が深いですね。風景印もたくさんあ
りそうですね！

風景印は全ての郵便局にあるわけではない
のですが、市民会館の近くにある平和郵便局
の風景印には市民会館の絵が描かれていて
感動しました！ 風景印、ぜひチェックしてみてく
ださい♪

（※質問の回答は10月下旬頃を予定。採用は回答をもってかえさせていただきます。）

●ホームページ質問フォームから
　送信

対　　象

質問方法

募集締切

たくさんの
ご質問
お待ちして
います♪

送り先 ▶

F A X ▶
メール ▶

日本特殊陶業市民会館　バックステージツアー係
460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
052-322-7217
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

9月30日（木）小～中学生

●郵送・FAX・メール

https://nagoya-
shimin.hall-info.
jp/event/080.
html

①氏名 ②ニックネーム ③学年 ④住所 ⑤電話番号を明記のうえ
日本特殊陶業市民会館まで郵送・FAX・メールにて送ってください。

日本特殊陶業市民会館共催事業 開催のご案内
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◆ 会　場
◆ 座席料金

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
S席8,300円、A席5,500円、B席3,000円

[主催] 阪急電鉄(株)　 [問合せ] 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎0570-00-5100

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１
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劇場のヒミツを聞いてみよう！
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日本特殊陶業市民会館にはどんな施設があるの？ 劇場の仕事にはどんな仕事があるのかな？

劇場の仕事で楽しいことは？ 劇場で働くためには、どうすれば良いの？

◆ 公演日程
公演日

時　間

◆ チケット
　 購入方法

宝塚歌劇Webチケットサービスにて販売中！
https://www.takarazuka-ticket.com/

宝塚歌劇花組
全国ツアー名古屋公演

 9/2（木）
貸　切
18：00

 9/4（土）
11：00
15：30

 9/5（日）
11：00
15：30

 9/3（金）
13：30
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日本特殊陶業市民会館前
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金山新橋南 金 山
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アスナル金山

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:栗木]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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夏の朝を彩る朝顔の花言葉は「固い絆」「短い愛」「あふれる喜び」な
ど、はかなく慎ましやかなイメージの言葉が並びます。しかし一方で
ツルが絡まることから「私はあなたに絡みつく」「執着」なんて恐ろし
い花言葉もあるようです。そういえば、夕方にはしぼんでも翌日には
花を咲かせるさまにもストーカー気質を感じるわ～。などと朝露に
濡れながらも健気に咲く朝顔を見ながら、くだらないことを考えて
おります。
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の風景印には市民会館の絵が描かれていて
感動しました！ 風景印、ぜひチェックしてみてく
ださい♪

（※質問の回答は10月下旬頃を予定。採用は回答をもってかえさせていただきます。）

●ホームページ質問フォームから
　送信

対　　象

質問方法

募集締切

たくさんの
ご質問
お待ちして
います♪

送り先 ▶

F A X ▶
メール ▶

日本特殊陶業市民会館　バックステージツアー係
460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
052-322-7217
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

9月30日（木）小～中学生

●郵送・FAX・メール

https://nagoya-
shimin.hall-info.
jp/event/080.
html

①氏名 ②ニックネーム ③学年 ④住所 ⑤電話番号を明記のうえ
日本特殊陶業市民会館まで郵送・FAX・メールにて送ってください。

日本特殊陶業市民会館共催事業 開催のご案内
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◆ 会　場
◆ 座席料金

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
S席8,300円、A席5,500円、B席3,000円

[主催] 阪急電鉄(株)　 [問合せ] 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎0570-00-5100

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１
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日本特殊陶業市民会館にはどんな施設があるの？ 劇場の仕事にはどんな仕事があるのかな？

劇場の仕事で楽しいことは？ 劇場で働くためには、どうすれば良いの？

◆ 公演日程
公演日

時　間

◆ チケット
　 購入方法

宝塚歌劇Webチケットサービスにて販売中！
https://www.takarazuka-ticket.com/

宝塚歌劇花組
全国ツアー名古屋公演
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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:栗木]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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夏の朝を彩る朝顔の花言葉は「固い絆」「短い愛」「あふれる喜び」な
ど、はかなく慎ましやかなイメージの言葉が並びます。しかし一方で
ツルが絡まることから「私はあなたに絡みつく」「執着」なんて恐ろし
い花言葉もあるようです。そういえば、夕方にはしぼんでも翌日には
花を咲かせるさまにもストーカー気質を感じるわ～。などと朝露に
濡れながらも健気に咲く朝顔を見ながら、くだらないことを考えて
おります。

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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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年8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

　盆踊りは聴くもの。私は盆踊りも他のジャンルの音楽
と同じ並びで受け止めているので。
　郡上おどりを一度だけ観に行ったことがあります。こ
の「最高の参加型」の盆踊りであっても私の目的は現地
で生の音楽として聴くことでした。当時住んでいた関西
から列車を乗り継いで郡上八幡駅にたどり着いたのは
完全に夜になってから。そこからはただ人の流れに従っ
て道も分からない街なかへと歩いていきました。もうそ
の頃には踊る人たちの波で道々が埋め尽くされている
状態で、それは私が生まれて初めて目にする素晴らしい
熱気に包まれた光景でした。

　私の実家のある九州の田舎町にもそこそこ有名な盆
踊りはあるのですが、もうノリが全然違う。しかも郡上お
どりは曲数が多い上に、節回しもリズムもキャラが立っ
ていて、とても面白い。ポリリズムっぽい部分がある＜春
駒＞や軽快でちょっとディープな歌詞も楽しい＜げんげ
んばらばら＞をはじめ多彩な音楽を未聴の方はぜひ。
　この夏も残念ながら郡上八幡には行けなさそうです
が、せめてもの楽しみとして、私は郡上おどり保存会の
＜決定盤 正調郡上おどり＞と＜後藤直弘の郡上節＞と
いう2種類、それぞれに名調子を堪能出来るCDを聴い
ています。

これぞ夏フェス。盆踊り
Writer  若林

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！

盛夏 [かき氷]

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、廣田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

Q

A

インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　気温３５度を超える猛暑日が続くと食べたくなるもの、かき
氷。昨今のブームによって、ティラミス味やアボカド味などの変
わり種、シロップがエスプーマ(泡)状のふわふわしたもの、桃や
苺などの果実を絞ってソースにした贅沢なものまで、多種多様
なかき氷が味わえるようになりました。
　しかしながら私の不動の１位は、学生時代に足しげく通った
地元の小さなお饅頭屋さんのかき氷です。入口によしずがた
てかけられた狭い店内にクーラーは無く、風鈴がチリチリと鳴
る中、友人たちと互いの器をつつき合って食べたかき氷は特別
な味がしたのです。

今回は昨今社会現象にまで発展したジャンル・アニメを
解説していきたいと思います。アニメとは、アニメー
ションの略で、動作や形が少しずつ異なる絵や人形を
一コマずつ撮影し、連続して動いて見えるように作られ
たもののことです。静画である漫画と違い、動画である
こと。もう一つ大きな違いはセリフや効果音に実際の
音声があてられることでしょう。昨今は動画配信サービ
スが進み、様々な年代の人が何時でも視聴できること
によって、爆発的に認知度が高まったと思われます。皆
様も気軽に、まずは話題作から視聴されてみてはどう
でしょう？

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
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執筆:栗木

動く！喋る！
アニメーションの魅力

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

そんな、劇場にまつわる質問を大募集！採用された質問は、日本特殊陶業市民会館公式YouTube
チャンネル「かなやまにじいろ」でお答えします！また採用された方には、もれなくプレゼントが！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響で、生活や環境が大きく変わり
ましたが、普段は何をしてますか？

数年前から友人と文通をしているのですが、
コロナ禍で会う頻度が減ってしまった分、手紙
のありがたさを実感しています。自宅のポスト
に手紙が入っているだけで嬉しいです（笑）

文通！なかなか渋いですね！最近では色んな手
紙がありますね。

レターセットを選んだり、郵便局で風景印（消
印の一種）を押してもらったり。手紙ならでは
の魅力があって楽しいです。

手紙も奥が深いですね。風景印もたくさんあ
りそうですね！

風景印は全ての郵便局にあるわけではない
のですが、市民会館の近くにある平和郵便局
の風景印には市民会館の絵が描かれていて
感動しました！ 風景印、ぜひチェックしてみてく
ださい♪

（※質問の回答は10月下旬頃を予定。採用は回答をもってかえさせていただきます。）
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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:栗木]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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夏の朝を彩る朝顔の花言葉は「固い絆」「短い愛」「あふれる喜び」な
ど、はかなく慎ましやかなイメージの言葉が並びます。しかし一方で
ツルが絡まることから「私はあなたに絡みつく」「執着」なんて恐ろし
い花言葉もあるようです。そういえば、夕方にはしぼんでも翌日には
花を咲かせるさまにもストーカー気質を感じるわ～。などと朝露に
濡れながらも健気に咲く朝顔を見ながら、くだらないことを考えて
おります。

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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NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年8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

　盆踊りは聴くもの。私は盆踊りも他のジャンルの音楽
と同じ並びで受け止めているので。
　郡上おどりを一度だけ観に行ったことがあります。こ
の「最高の参加型」の盆踊りであっても私の目的は現地
で生の音楽として聴くことでした。当時住んでいた関西
から列車を乗り継いで郡上八幡駅にたどり着いたのは
完全に夜になってから。そこからはただ人の流れに従っ
て道も分からない街なかへと歩いていきました。もうそ
の頃には踊る人たちの波で道々が埋め尽くされている
状態で、それは私が生まれて初めて目にする素晴らしい
熱気に包まれた光景でした。

　私の実家のある九州の田舎町にもそこそこ有名な盆
踊りはあるのですが、もうノリが全然違う。しかも郡上お
どりは曲数が多い上に、節回しもリズムもキャラが立っ
ていて、とても面白い。ポリリズムっぽい部分がある＜春
駒＞や軽快でちょっとディープな歌詞も楽しい＜げんげ
んばらばら＞をはじめ多彩な音楽を未聴の方はぜひ。
　この夏も残念ながら郡上八幡には行けなさそうです
が、せめてもの楽しみとして、私は郡上おどり保存会の
＜決定盤 正調郡上おどり＞と＜後藤直弘の郡上節＞と
いう2種類、それぞれに名調子を堪能出来るCDを聴い
ています。

これぞ夏フェス。盆踊り
Writer  若林

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！

盛夏 [かき氷]

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、廣田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

　気温３５度を超える猛暑日が続くと食べたくなるもの、かき
氷。昨今のブームによって、ティラミス味やアボカド味などの変
わり種、シロップがエスプーマ(泡)状のふわふわしたもの、桃や
苺などの果実を絞ってソースにした贅沢なものまで、多種多様
なかき氷が味わえるようになりました。
　しかしながら私の不動の１位は、学生時代に足しげく通った
地元の小さなお饅頭屋さんのかき氷です。入口によしずがた
てかけられた狭い店内にクーラーは無く、風鈴がチリチリと鳴
る中、友人たちと互いの器をつつき合って食べたかき氷は特別
な味がしたのです。

今回は昨今社会現象にまで発展したジャンル・アニメを
解説していきたいと思います。アニメとは、アニメー
ションの略で、動作や形が少しずつ異なる絵や人形を
一コマずつ撮影し、連続して動いて見えるように作られ
たもののことです。静画である漫画と違い、動画である
こと。もう一つ大きな違いはセリフや効果音に実際の
音声があてられることでしょう。昨今は動画配信サービ
スが進み、様々な年代の人が何時でも視聴できること
によって、爆発的に認知度が高まったと思われます。皆
様も気軽に、まずは話題作から視聴されてみてはどう
でしょう？

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
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の
食
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楽
し
み
ま
し
ょ
う
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執筆:栗木

動く！喋る！
アニメーションの魅力

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

そんな、劇場にまつわる質問を大募集！採用された質問は、日本特殊陶業市民会館公式YouTube
チャンネル「かなやまにじいろ」でお答えします！また採用された方には、もれなくプレゼントが！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響で、生活や環境が大きく変わり
ましたが、普段は何をしてますか？

数年前から友人と文通をしているのですが、
コロナ禍で会う頻度が減ってしまった分、手紙
のありがたさを実感しています。自宅のポスト
に手紙が入っているだけで嬉しいです（笑）

文通！なかなか渋いですね！最近では色んな手
紙がありますね。

レターセットを選んだり、郵便局で風景印（消
印の一種）を押してもらったり。手紙ならでは
の魅力があって楽しいです。

手紙も奥が深いですね。風景印もたくさんあ
りそうですね！

風景印は全ての郵便局にあるわけではない
のですが、市民会館の近くにある平和郵便局
の風景印には市民会館の絵が描かれていて
感動しました！ 風景印、ぜひチェックしてみてく
ださい♪

（※質問の回答は10月下旬頃を予定。採用は回答をもってかえさせていただきます。）

●ホームページ質問フォームから
　送信

対　　象

質問方法

募集締切

たくさんの
ご質問
お待ちして
います♪

送り先 ▶

F A X ▶
メール ▶

日本特殊陶業市民会館　バックステージツアー係
460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
052-322-7217
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

9月30日（木）小～中学生

●郵送・FAX・メール

https://nagoya-
shimin.hall-info.
jp/event/080.
html

①氏名 ②ニックネーム ③学年 ④住所 ⑤電話番号を明記のうえ
日本特殊陶業市民会館まで郵送・FAX・メールにて送ってください。

日本特殊陶業市民会館共催事業 開催のご案内

ミュージカル・ロマン
哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!

◆ 会　場
◆ 座席料金

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
S席8,300円、A席5,500円、B席3,000円

[主催] 阪急電鉄(株)　 [問合せ] 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎0570-00-5100

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

日本特殊陶業市民会館にはどんな施設があるの？ 劇場の仕事にはどんな仕事があるのかな？

劇場の仕事で楽しいことは？ 劇場で働くためには、どうすれば良いの？

◆ 公演日程
公演日

時　間

◆ チケット
　 購入方法

宝塚歌劇Webチケットサービスにて販売中！
https://www.takarazuka-ticket.com/

宝塚歌劇花組
全国ツアー名古屋公演

 9/2（木）
貸　切
18：00

 9/4（土）
11：00
15：30

 9/5（日）
11：00
15：30

 9/3（金）
13：30

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:栗木]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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夏の朝を彩る朝顔の花言葉は「固い絆」「短い愛」「あふれる喜び」な
ど、はかなく慎ましやかなイメージの言葉が並びます。しかし一方で
ツルが絡まることから「私はあなたに絡みつく」「執着」なんて恐ろし
い花言葉もあるようです。そういえば、夕方にはしぼんでも翌日には
花を咲かせるさまにもストーカー気質を感じるわ～。などと朝露に
濡れながらも健気に咲く朝顔を見ながら、くだらないことを考えて
おります。

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 2021.08
※ 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 8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

8月2日(月) 8月2日(月)

◆ 点検日 8月5日（木）・6日（金）・10日（火）
16日（月）～20日（金）・23日（月）

◆ 点検日 8月2日（月） ・ 5日（木） ・ 6日（金）
16日（月） ・ 23日（月） ・ 30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 9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

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

平日午後のオーケストラ　Vol.8

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円 ほか

［ 8月18日(水)　14：00開演 ］

第78回市民会館名曲シリーズ
下野竜也のイタリアン・マスターピース

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 8月30日(月)　18：45開演 ］

7月15日現在

7月15日現在

下野 竜也
髙木 凜々子*
ヴェルディ ： 歌劇『運命の力』序曲
パガニーニ ： ヴァイオリン協奏曲第1番*
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』
レスピーギ ： 交響詩『ローマの松』

▶指　揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

▶指　揮
▶サクソフォン
▶プログラム

坂入 健司郎
堀江 裕介*
ボロディン：交響詩『中央アジアの草原にて』
グラズノフ：サクソフォン協奏曲*
チャイコフスキー：交響曲第4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】

開催予定はございません。

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会

1

3

4

7

9

13

15

26

28

29

30

(日)

(火)

(水)

(土)

(月)

(金)

(日)

(木)

(土)

(日)

(月)

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

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」

1

9

21

22

24

25

30

31

(日)

(月)

(土)

(日)

(火)

(水)

(月)

(火)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041
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NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年8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

　盆踊りは聴くもの。私は盆踊りも他のジャンルの音楽
と同じ並びで受け止めているので。
　郡上おどりを一度だけ観に行ったことがあります。こ
の「最高の参加型」の盆踊りであっても私の目的は現地
で生の音楽として聴くことでした。当時住んでいた関西
から列車を乗り継いで郡上八幡駅にたどり着いたのは
完全に夜になってから。そこからはただ人の流れに従っ
て道も分からない街なかへと歩いていきました。もうそ
の頃には踊る人たちの波で道々が埋め尽くされている
状態で、それは私が生まれて初めて目にする素晴らしい
熱気に包まれた光景でした。

　私の実家のある九州の田舎町にもそこそこ有名な盆
踊りはあるのですが、もうノリが全然違う。しかも郡上お
どりは曲数が多い上に、節回しもリズムもキャラが立っ
ていて、とても面白い。ポリリズムっぽい部分がある＜春
駒＞や軽快でちょっとディープな歌詞も楽しい＜げんげ
んばらばら＞をはじめ多彩な音楽を未聴の方はぜひ。
　この夏も残念ながら郡上八幡には行けなさそうです
が、せめてもの楽しみとして、私は郡上おどり保存会の
＜決定盤 正調郡上おどり＞と＜後藤直弘の郡上節＞と
いう2種類、それぞれに名調子を堪能出来るCDを聴い
ています。

これぞ夏フェス。盆踊り
Writer  若林

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！

盛夏 [かき氷]

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、廣田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

　気温３５度を超える猛暑日が続くと食べたくなるもの、かき
氷。昨今のブームによって、ティラミス味やアボカド味などの変
わり種、シロップがエスプーマ(泡)状のふわふわしたもの、桃や
苺などの果実を絞ってソースにした贅沢なものまで、多種多様
なかき氷が味わえるようになりました。
　しかしながら私の不動の１位は、学生時代に足しげく通った
地元の小さなお饅頭屋さんのかき氷です。入口によしずがた
てかけられた狭い店内にクーラーは無く、風鈴がチリチリと鳴
る中、友人たちと互いの器をつつき合って食べたかき氷は特別
な味がしたのです。

今回は昨今社会現象にまで発展したジャンル・アニメを
解説していきたいと思います。アニメとは、アニメー
ションの略で、動作や形が少しずつ異なる絵や人形を
一コマずつ撮影し、連続して動いて見えるように作られ
たもののことです。静画である漫画と違い、動画である
こと。もう一つ大きな違いはセリフや効果音に実際の
音声があてられることでしょう。昨今は動画配信サービ
スが進み、様々な年代の人が何時でも視聴できること
によって、爆発的に認知度が高まったと思われます。皆
様も気軽に、まずは話題作から視聴されてみてはどう
でしょう？

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

動く！喋る！
アニメーションの魅力

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

そんな、劇場にまつわる質問を大募集！採用された質問は、日本特殊陶業市民会館公式YouTube
チャンネル「かなやまにじいろ」でお答えします！また採用された方には、もれなくプレゼントが！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響で、生活や環境が大きく変わり
ましたが、普段は何をしてますか？

数年前から友人と文通をしているのですが、
コロナ禍で会う頻度が減ってしまった分、手紙
のありがたさを実感しています。自宅のポスト
に手紙が入っているだけで嬉しいです（笑）

文通！なかなか渋いですね！最近では色んな手
紙がありますね。

レターセットを選んだり、郵便局で風景印（消
印の一種）を押してもらったり。手紙ならでは
の魅力があって楽しいです。

手紙も奥が深いですね。風景印もたくさんあ
りそうですね！

風景印は全ての郵便局にあるわけではない
のですが、市民会館の近くにある平和郵便局
の風景印には市民会館の絵が描かれていて
感動しました！ 風景印、ぜひチェックしてみてく
ださい♪

（※質問の回答は10月下旬頃を予定。採用は回答をもってかえさせていただきます。）

●ホームページ質問フォームから
　送信

対　　象

質問方法

募集締切

たくさんの
ご質問
お待ちして
います♪

送り先 ▶

F A X ▶
メール ▶

日本特殊陶業市民会館　バックステージツアー係
460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
052-322-7217
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

9月30日（木）小～中学生

●郵送・FAX・メール

https://nagoya-
shimin.hall-info.
jp/event/080.
html

①氏名 ②ニックネーム ③学年 ④住所 ⑤電話番号を明記のうえ
日本特殊陶業市民会館まで郵送・FAX・メールにて送ってください。

日本特殊陶業市民会館共催事業 開催のご案内

ミュージカル・ロマン
哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!

◆ 会　場
◆ 座席料金

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
S席8,300円、A席5,500円、B席3,000円

[主催] 阪急電鉄(株)　 [問合せ] 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎0570-00-5100

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

日本特殊陶業市民会館にはどんな施設があるの？ 劇場の仕事にはどんな仕事があるのかな？

劇場の仕事で楽しいことは？ 劇場で働くためには、どうすれば良いの？

◆ 公演日程
公演日

時　間

◆ チケット
　 購入方法

宝塚歌劇Webチケットサービスにて販売中！
https://www.takarazuka-ticket.com/

宝塚歌劇花組
全国ツアー名古屋公演

 9/2（木）
貸　切
18：00

 9/4（土）
11：00
15：30

 9/5（日）
11：00
15：30

 9/3（金）
13：30

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:栗木]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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夏の朝を彩る朝顔の花言葉は「固い絆」「短い愛」「あふれる喜び」な
ど、はかなく慎ましやかなイメージの言葉が並びます。しかし一方で
ツルが絡まることから「私はあなたに絡みつく」「執着」なんて恐ろし
い花言葉もあるようです。そういえば、夕方にはしぼんでも翌日には
花を咲かせるさまにもストーカー気質を感じるわ～。などと朝露に
濡れながらも健気に咲く朝顔を見ながら、くだらないことを考えて
おります。

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 2021.08
※ 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 8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

8月2日(月) 8月2日(月)

◆ 点検日 8月5日（木）・6日（金）・10日（火）
16日（月）～20日（金）・23日（月）

◆ 点検日 8月2日（月） ・ 5日（木） ・ 6日（金）
16日（月） ・ 23日（月） ・ 30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 9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

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

平日午後のオーケストラ　Vol.8

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円 ほか

［ 8月18日(水)　14：00開演 ］

第78回市民会館名曲シリーズ
下野竜也のイタリアン・マスターピース

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 8月30日(月)　18：45開演 ］

7月15日現在

7月15日現在

下野 竜也
髙木 凜々子*
ヴェルディ ： 歌劇『運命の力』序曲
パガニーニ ： ヴァイオリン協奏曲第1番*
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』
レスピーギ ： 交響詩『ローマの松』

▶指　揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

▶指　揮
▶サクソフォン
▶プログラム

坂入 健司郎
堀江 裕介*
ボロディン：交響詩『中央アジアの草原にて』
グラズノフ：サクソフォン協奏曲*
チャイコフスキー：交響曲第4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】

開催予定はございません。

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会
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(月)

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

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」
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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

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
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第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会
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(月)

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

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」
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(土)
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(水)
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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

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041



※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT GUIDE 2021.08
※ 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 8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

8月2日(月) 8月2日(月)

◆ 点検日 8月5日（木）・6日（金）・10日（火）
16日（月）～20日（金）・23日（月）

◆ 点検日 8月2日（月） ・ 5日（木） ・ 6日（金）
16日（月） ・ 23日（月） ・ 30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 9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

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

平日午後のオーケストラ　Vol.8

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円 ほか

［ 8月18日(水)　14：00開演 ］

第78回市民会館名曲シリーズ
下野竜也のイタリアン・マスターピース

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 8月30日(月)　18：45開演 ］

7月15日現在

7月15日現在

下野 竜也
髙木 凜々子*
ヴェルディ ： 歌劇『運命の力』序曲
パガニーニ ： ヴァイオリン協奏曲第1番*
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』
レスピーギ ： 交響詩『ローマの松』

▶指　揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

▶指　揮
▶サクソフォン
▶プログラム

坂入 健司郎
堀江 裕介*
ボロディン：交響詩『中央アジアの草原にて』
グラズノフ：サクソフォン協奏曲*
チャイコフスキー：交響曲第4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】

開催予定はございません。
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第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会
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月～土 10:00～19:00(日・祝休)

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」
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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

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT GUIDE 2021.08
※ 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 8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

8月2日(月) 8月2日(月)

◆ 点検日 8月5日（木）・6日（金）・10日（火）
16日（月）～20日（金）・23日（月）

◆ 点検日 8月2日（月） ・ 5日（木） ・ 6日（金）
16日（月） ・ 23日（月） ・ 30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 9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

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

平日午後のオーケストラ　Vol.8

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円 ほか

［ 8月18日(水)　14：00開演 ］

第78回市民会館名曲シリーズ
下野竜也のイタリアン・マスターピース

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 8月30日(月)　18：45開演 ］

7月15日現在

7月15日現在

下野 竜也
髙木 凜々子*
ヴェルディ ： 歌劇『運命の力』序曲
パガニーニ ： ヴァイオリン協奏曲第1番*
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』
レスピーギ ： 交響詩『ローマの松』

▶指　揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

▶指　揮
▶サクソフォン
▶プログラム

坂入 健司郎
堀江 裕介*
ボロディン：交響詩『中央アジアの草原にて』
グラズノフ：サクソフォン協奏曲*
チャイコフスキー：交響曲第4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】

開催予定はございません。

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会
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26

28
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(日)

(火)

(水)

(土)

(月)

(金)

(日)

(木)

(土)

(日)

(月)

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

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」
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22

24

25

30

31

(日)

(月)

(土)

(日)

(火)

(水)

(月)

(火)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT GUIDE 2021.08
※ 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 8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

8月2日(月) 8月2日(月)

◆ 点検日 8月5日（木）・6日（金）・10日（火）
16日（月）～20日（金）・23日（月）

◆ 点検日 8月2日（月） ・ 5日（木） ・ 6日（金）
16日（月） ・ 23日（月） ・ 30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 9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

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

平日午後のオーケストラ　Vol.8

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円 ほか

［ 8月18日(水)　14：00開演 ］

第78回市民会館名曲シリーズ
下野竜也のイタリアン・マスターピース

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 8月30日(月)　18：45開演 ］

7月15日現在

7月15日現在

下野 竜也
髙木 凜々子*
ヴェルディ ： 歌劇『運命の力』序曲
パガニーニ ： ヴァイオリン協奏曲第1番*
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』
レスピーギ ： 交響詩『ローマの松』

▶指　揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

▶指　揮
▶サクソフォン
▶プログラム

坂入 健司郎
堀江 裕介*
ボロディン：交響詩『中央アジアの草原にて』
グラズノフ：サクソフォン協奏曲*
チャイコフスキー：交響曲第4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】

開催予定はございません。

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会
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(土)

(月)

(金)

(日)
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(土)

(日)

(月)

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

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」
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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

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041
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NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年8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

　盆踊りは聴くもの。私は盆踊りも他のジャンルの音楽
と同じ並びで受け止めているので。
　郡上おどりを一度だけ観に行ったことがあります。こ
の「最高の参加型」の盆踊りであっても私の目的は現地
で生の音楽として聴くことでした。当時住んでいた関西
から列車を乗り継いで郡上八幡駅にたどり着いたのは
完全に夜になってから。そこからはただ人の流れに従っ
て道も分からない街なかへと歩いていきました。もうそ
の頃には踊る人たちの波で道々が埋め尽くされている
状態で、それは私が生まれて初めて目にする素晴らしい
熱気に包まれた光景でした。

　私の実家のある九州の田舎町にもそこそこ有名な盆
踊りはあるのですが、もうノリが全然違う。しかも郡上お
どりは曲数が多い上に、節回しもリズムもキャラが立っ
ていて、とても面白い。ポリリズムっぽい部分がある＜春
駒＞や軽快でちょっとディープな歌詞も楽しい＜げんげ
んばらばら＞をはじめ多彩な音楽を未聴の方はぜひ。
　この夏も残念ながら郡上八幡には行けなさそうです
が、せめてもの楽しみとして、私は郡上おどり保存会の
＜決定盤 正調郡上おどり＞と＜後藤直弘の郡上節＞と
いう2種類、それぞれに名調子を堪能出来るCDを聴い
ています。

これぞ夏フェス。盆踊り
Writer  若林

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！

盛夏 [かき氷]

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、廣田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

　気温３５度を超える猛暑日が続くと食べたくなるもの、かき
氷。昨今のブームによって、ティラミス味やアボカド味などの変
わり種、シロップがエスプーマ(泡)状のふわふわしたもの、桃や
苺などの果実を絞ってソースにした贅沢なものまで、多種多様
なかき氷が味わえるようになりました。
　しかしながら私の不動の１位は、学生時代に足しげく通った
地元の小さなお饅頭屋さんのかき氷です。入口によしずがた
てかけられた狭い店内にクーラーは無く、風鈴がチリチリと鳴
る中、友人たちと互いの器をつつき合って食べたかき氷は特別
な味がしたのです。

今回は昨今社会現象にまで発展したジャンル・アニメを
解説していきたいと思います。アニメとは、アニメー
ションの略で、動作や形が少しずつ異なる絵や人形を
一コマずつ撮影し、連続して動いて見えるように作られ
たもののことです。静画である漫画と違い、動画である
こと。もう一つ大きな違いはセリフや効果音に実際の
音声があてられることでしょう。昨今は動画配信サービ
スが進み、様々な年代の人が何時でも視聴できること
によって、爆発的に認知度が高まったと思われます。皆
様も気軽に、まずは話題作から視聴されてみてはどう
でしょう？

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

動く！喋る！
アニメーションの魅力

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

そんな、劇場にまつわる質問を大募集！採用された質問は、日本特殊陶業市民会館公式YouTube
チャンネル「かなやまにじいろ」でお答えします！また採用された方には、もれなくプレゼントが！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響で、生活や環境が大きく変わり
ましたが、普段は何をしてますか？

数年前から友人と文通をしているのですが、
コロナ禍で会う頻度が減ってしまった分、手紙
のありがたさを実感しています。自宅のポスト
に手紙が入っているだけで嬉しいです（笑）

文通！なかなか渋いですね！最近では色んな手
紙がありますね。

レターセットを選んだり、郵便局で風景印（消
印の一種）を押してもらったり。手紙ならでは
の魅力があって楽しいです。

手紙も奥が深いですね。風景印もたくさんあ
りそうですね！

風景印は全ての郵便局にあるわけではない
のですが、市民会館の近くにある平和郵便局
の風景印には市民会館の絵が描かれていて
感動しました！ 風景印、ぜひチェックしてみてく
ださい♪

（※質問の回答は10月下旬頃を予定。採用は回答をもってかえさせていただきます。）

●ホームページ質問フォームから
　送信

対　　象

質問方法

募集締切

たくさんの
ご質問
お待ちして
います♪

送り先 ▶

F A X ▶
メール ▶

日本特殊陶業市民会館　バックステージツアー係
460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
052-322-7217
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

9月30日（木）小～中学生

●郵送・FAX・メール

https://nagoya-
shimin.hall-info.
jp/event/080.
html

①氏名 ②ニックネーム ③学年 ④住所 ⑤電話番号を明記のうえ
日本特殊陶業市民会館まで郵送・FAX・メールにて送ってください。

日本特殊陶業市民会館共催事業 開催のご案内

ミュージカル・ロマン
哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!

◆ 会　場
◆ 座席料金

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
S席8,300円、A席5,500円、B席3,000円

[主催] 阪急電鉄(株)　 [問合せ] 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎0570-00-5100

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

日本特殊陶業市民会館にはどんな施設があるの？ 劇場の仕事にはどんな仕事があるのかな？

劇場の仕事で楽しいことは？ 劇場で働くためには、どうすれば良いの？

◆ 公演日程
公演日

時　間

◆ チケット
　 購入方法

宝塚歌劇Webチケットサービスにて販売中！
https://www.takarazuka-ticket.com/

宝塚歌劇花組
全国ツアー名古屋公演

 9/2（木）
貸　切
18：00

 9/4（土）
11：00
15：30

 9/5（日）
11：00
15：30

 9/3（金）
13：30

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:栗木]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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夏の朝を彩る朝顔の花言葉は「固い絆」「短い愛」「あふれる喜び」な
ど、はかなく慎ましやかなイメージの言葉が並びます。しかし一方で
ツルが絡まることから「私はあなたに絡みつく」「執着」なんて恐ろし
い花言葉もあるようです。そういえば、夕方にはしぼんでも翌日には
花を咲かせるさまにもストーカー気質を感じるわ～。などと朝露に
濡れながらも健気に咲く朝顔を見ながら、くだらないことを考えて
おります。

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 2021.08
※ 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 8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

8月2日(月) 8月2日(月)

◆ 点検日 8月5日（木）・6日（金）・10日（火）
16日（月）～20日（金）・23日（月）

◆ 点検日 8月2日（月） ・ 5日（木） ・ 6日（金）
16日（月） ・ 23日（月） ・ 30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 9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

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

平日午後のオーケストラ　Vol.8

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円 ほか

［ 8月18日(水)　14：00開演 ］

第78回市民会館名曲シリーズ
下野竜也のイタリアン・マスターピース

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 8月30日(月)　18：45開演 ］

7月15日現在

7月15日現在

下野 竜也
髙木 凜々子*
ヴェルディ ： 歌劇『運命の力』序曲
パガニーニ ： ヴァイオリン協奏曲第1番*
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』
レスピーギ ： 交響詩『ローマの松』

▶指　揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

▶指　揮
▶サクソフォン
▶プログラム

坂入 健司郎
堀江 裕介*
ボロディン：交響詩『中央アジアの草原にて』
グラズノフ：サクソフォン協奏曲*
チャイコフスキー：交響曲第4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】

開催予定はございません。

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会

1

3

4

7

9

13

15

26

28

29

30

(日)

(火)

(水)

(土)

(月)

(金)

(日)

(木)

(土)

(日)

(月)

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

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」

1

9

21

22

24

25

30

31

(日)

(月)

(土)

(日)

(火)

(水)

(月)

(火)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT GUIDE 2021.08
※ 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 8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

8月2日(月) 8月2日(月)

◆ 点検日 8月5日（木）・6日（金）・10日（火）
16日（月）～20日（金）・23日（月）

◆ 点検日 8月2日（月） ・ 5日（木） ・ 6日（金）
16日（月） ・ 23日（月） ・ 30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 9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

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

平日午後のオーケストラ　Vol.8

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円 ほか

［ 8月18日(水)　14：00開演 ］

第78回市民会館名曲シリーズ
下野竜也のイタリアン・マスターピース

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 8月30日(月)　18：45開演 ］

7月15日現在

7月15日現在

下野 竜也
髙木 凜々子*
ヴェルディ ： 歌劇『運命の力』序曲
パガニーニ ： ヴァイオリン協奏曲第1番*
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』
レスピーギ ： 交響詩『ローマの松』

▶指　揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

▶指　揮
▶サクソフォン
▶プログラム

坂入 健司郎
堀江 裕介*
ボロディン：交響詩『中央アジアの草原にて』
グラズノフ：サクソフォン協奏曲*
チャイコフスキー：交響曲第4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】

開催予定はございません。

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会
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26

28

29
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(日)

(火)

(水)

(土)

(月)

(金)

(日)

(木)

(土)

(日)

(月)

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

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」

1

9

21

22

24

25

30

31

(日)

(月)

(土)

(日)

(火)

(水)

(月)

(火)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041
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NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年8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

　盆踊りは聴くもの。私は盆踊りも他のジャンルの音楽
と同じ並びで受け止めているので。
　郡上おどりを一度だけ観に行ったことがあります。こ
の「最高の参加型」の盆踊りであっても私の目的は現地
で生の音楽として聴くことでした。当時住んでいた関西
から列車を乗り継いで郡上八幡駅にたどり着いたのは
完全に夜になってから。そこからはただ人の流れに従っ
て道も分からない街なかへと歩いていきました。もうそ
の頃には踊る人たちの波で道々が埋め尽くされている
状態で、それは私が生まれて初めて目にする素晴らしい
熱気に包まれた光景でした。

　私の実家のある九州の田舎町にもそこそこ有名な盆
踊りはあるのですが、もうノリが全然違う。しかも郡上お
どりは曲数が多い上に、節回しもリズムもキャラが立っ
ていて、とても面白い。ポリリズムっぽい部分がある＜春
駒＞や軽快でちょっとディープな歌詞も楽しい＜げんげ
んばらばら＞をはじめ多彩な音楽を未聴の方はぜひ。
　この夏も残念ながら郡上八幡には行けなさそうです
が、せめてもの楽しみとして、私は郡上おどり保存会の
＜決定盤 正調郡上おどり＞と＜後藤直弘の郡上節＞と
いう2種類、それぞれに名調子を堪能出来るCDを聴い
ています。

これぞ夏フェス。盆踊り
Writer  若林

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！

盛夏 [かき氷]

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、廣田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

　気温３５度を超える猛暑日が続くと食べたくなるもの、かき
氷。昨今のブームによって、ティラミス味やアボカド味などの変
わり種、シロップがエスプーマ(泡)状のふわふわしたもの、桃や
苺などの果実を絞ってソースにした贅沢なものまで、多種多様
なかき氷が味わえるようになりました。
　しかしながら私の不動の１位は、学生時代に足しげく通った
地元の小さなお饅頭屋さんのかき氷です。入口によしずがた
てかけられた狭い店内にクーラーは無く、風鈴がチリチリと鳴
る中、友人たちと互いの器をつつき合って食べたかき氷は特別
な味がしたのです。

今回は昨今社会現象にまで発展したジャンル・アニメを
解説していきたいと思います。アニメとは、アニメー
ションの略で、動作や形が少しずつ異なる絵や人形を
一コマずつ撮影し、連続して動いて見えるように作られ
たもののことです。静画である漫画と違い、動画である
こと。もう一つ大きな違いはセリフや効果音に実際の
音声があてられることでしょう。昨今は動画配信サービ
スが進み、様々な年代の人が何時でも視聴できること
によって、爆発的に認知度が高まったと思われます。皆
様も気軽に、まずは話題作から視聴されてみてはどう
でしょう？

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

動く！喋る！
アニメーションの魅力

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

そんな、劇場にまつわる質問を大募集！採用された質問は、日本特殊陶業市民会館公式YouTube
チャンネル「かなやまにじいろ」でお答えします！また採用された方には、もれなくプレゼントが！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響で、生活や環境が大きく変わり
ましたが、普段は何をしてますか？

数年前から友人と文通をしているのですが、
コロナ禍で会う頻度が減ってしまった分、手紙
のありがたさを実感しています。自宅のポスト
に手紙が入っているだけで嬉しいです（笑）

文通！なかなか渋いですね！最近では色んな手
紙がありますね。

レターセットを選んだり、郵便局で風景印（消
印の一種）を押してもらったり。手紙ならでは
の魅力があって楽しいです。

手紙も奥が深いですね。風景印もたくさんあ
りそうですね！

風景印は全ての郵便局にあるわけではない
のですが、市民会館の近くにある平和郵便局
の風景印には市民会館の絵が描かれていて
感動しました！ 風景印、ぜひチェックしてみてく
ださい♪

（※質問の回答は10月下旬頃を予定。採用は回答をもってかえさせていただきます。）

●ホームページ質問フォームから
　送信

対　　象

質問方法

募集締切

たくさんの
ご質問
お待ちして
います♪

送り先 ▶

F A X ▶
メール ▶

日本特殊陶業市民会館　バックステージツアー係
460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
052-322-7217
event@nagoya-shimin.hall-info.jp

9月30日（木）小～中学生

●郵送・FAX・メール

https://nagoya-
shimin.hall-info.
jp/event/080.
html

①氏名 ②ニックネーム ③学年 ④住所 ⑤電話番号を明記のうえ
日本特殊陶業市民会館まで郵送・FAX・メールにて送ってください。

日本特殊陶業市民会館共催事業 開催のご案内

ミュージカル・ロマン
哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
ミュージカル・ロマン

哀しみのコルドバ
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!
パッショネイト・ファンタジー
Cool Beast!!

◆ 会　場
◆ 座席料金

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
S席8,300円、A席5,500円、B席3,000円

[主催] 阪急電鉄(株)　 [問合せ] 宝塚歌劇インフォメーションセンター　☎0570-00-5100

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

劇場のヒミツを聞いてみよう！
バックステージツアー２０２１

日本特殊陶業市民会館にはどんな施設があるの？ 劇場の仕事にはどんな仕事があるのかな？

劇場の仕事で楽しいことは？ 劇場で働くためには、どうすれば良いの？

◆ 公演日程
公演日

時　間

◆ チケット
　 購入方法

宝塚歌劇Webチケットサービスにて販売中！
https://www.takarazuka-ticket.com/

宝塚歌劇花組
全国ツアー名古屋公演

 9/2（木）
貸　切
18：00

 9/4（土）
11：00
15：30

 9/5（日）
11：00
15：30

 9/3（金）
13：30

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:栗木]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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夏の朝を彩る朝顔の花言葉は「固い絆」「短い愛」「あふれる喜び」な
ど、はかなく慎ましやかなイメージの言葉が並びます。しかし一方で
ツルが絡まることから「私はあなたに絡みつく」「執着」なんて恐ろし
い花言葉もあるようです。そういえば、夕方にはしぼんでも翌日には
花を咲かせるさまにもストーカー気質を感じるわ～。などと朝露に
濡れながらも健気に咲く朝顔を見ながら、くだらないことを考えて
おります。

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 2021.08
※ 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 8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

8月2日(月) 8月2日(月)

◆ 点検日 8月5日（木）・6日（金）・10日（火）
16日（月）～20日（金）・23日（月）

◆ 点検日 8月2日（月） ・ 5日（木） ・ 6日（金）
16日（月） ・ 23日（月） ・ 30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 9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

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

平日午後のオーケストラ　Vol.8

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
セレクト・プラチナ席10,500円～D席1,600円 ほか

［ 8月18日(水)　14：00開演 ］

第78回市民会館名曲シリーズ
下野竜也のイタリアン・マスターピース

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 8月30日(月)　18：45開演 ］

7月15日現在

7月15日現在

下野 竜也
髙木 凜々子*
ヴェルディ ： 歌劇『運命の力』序曲
パガニーニ ： ヴァイオリン協奏曲第1番*
レスピーギ ： 交響詩『ローマの噴水』
レスピーギ ： 交響詩『ローマの松』

▶指　揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

▶指　揮
▶サクソフォン
▶プログラム

坂入 健司郎
堀江 裕介*
ボロディン：交響詩『中央アジアの草原にて』
グラズノフ：サクソフォン協奏曲*
チャイコフスキー：交響曲第4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】

開催予定はございません。

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

第27回水谷知栄バレエスタジオ発表会

ミス・ワールド・ジャパン2021愛知

古舘伊知郎トーキングブルース2021

市岡バレエ団サマーコンサート2021

流れ星☆ 20周年記念ツアー
ベストネタライブ 絆
～新ネタもやるんやさ～

芸術鑑賞会
～日本の伝統文化を未来の子供たちへ～

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

中日落語会

S・Kバレエ発表会
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26

28
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(日)

(火)

(水)

(土)

(月)

(金)

(日)

(木)

(土)

(日)

(月)

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

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

ミス・ワールド・ジャパン2021
070-4741-3456

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

市岡バレエ団　
052-331-1359
オフィス・ケンミュージック　
052-833-2419

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

日本舞踊瑞鳳流
052-217-8729
https://zuihouryu.jp

エステー株式会社
問合せ：キャンペーン事務局　
0120-901-597
（10:00～18:00 土日・祝日は除く）

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

中日新聞コンサートデスク
052-678-5323

S・Kバレエ
090-6582-8017

全席指定：4,000円
※お土産付き：
EXOオリジナルマスク

入場整理券必要（無料）

VIPチケット
Web：7,000円／当日：8,000円
一般チケット
Web：5,000円／当日：6,000円
スポンサーチケット
Webのみ：100,000円

全席指定：5,000円

全自由席：1,000円

全席指定
大人　　4,200円 
学生（小学生～大学生）　2,800円
親子（大人+学生）　 6,200円

全自由席
1,000円（大人）
500円（小人）

全席、ご招待制

A席：4,500円
B席：3,500円
（当日各席500円増）
※当日券の販売は未定

全席指定：5,500円

無（要整理券）

①14:00～未定
②18:00～未定

13:00～20:30

18:00～21:00

16:00～未定

17:30～20:30

18:30～未定

10:30～16:00

①13:00～14:40
②17:30～19:10

17:00～19:00

13:30～16:00

17:00～19:30

HIROMI GO CONCERT TOUR 2021 
“Beside The Life” 
～More Than The Golden Hits～
＊7/31（土）17:30公演

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

桂文珍　独演会

ベネッセの英語コンサート 夏公演
English Concert for Kids
Let’s Go! Summer Adventure

名古屋まちじゅうDEピアノ祭

第78回市民会館名曲シリーズ
〈下野竜也のイタリアン・マスターピース〉

MeseMoa.コンサートツアー2021夏
「LOVE BLOOD」
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(日)

(月)

(土)

(日)

(火)

(水)

(月)

(火)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10:00～18:00)

主催：ベネッセコーポレーション

問合せ：英語コンサート事務局

0570-00-8600

日本特殊陶業市民会館

052-331-2141

MAIL：

event@nagoya-shimin.hall-info.jp

（公財）名古屋フィルハーモニー交響楽団

問合せ：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

全席指定：10,000円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

全席指定：4,500円

全席指定

一般価格：3,580円

事前申込制

参加料：1区分（1時間）3,000円

プラチナ席：7,900円

S席：5,200円　A席：4,200円　

B席：3,200円　C席：2,200円

D席：1,600円　Y席：1,000円*

*25歳以下対象・当日券のみ

FC：8,000円

FCB：5,000円

14:00～未定

10:00～16:00

13:30～15:30

①11:15～12:30

②13:45～15:00

③16:15～17:35

13:00～21:00

9:00～16:00

18:45～20:45

18:00～未定

〈 催事の開催について 〉 〈 市民会館・音楽プラザをご利用、ご来館のみなさまへのお願い 〉
市民会館・音楽プラザでは、ご利用、ご来館にあたり名古屋市の感染拡大予防対策ガイドラインの順守をお願い
しております。ご協力およびご理解をお願いいたします。なお、ガイドラインは国の方針変更等により適宜改訂
されていくものですので、ご利用、ご来館の前に当館HPを必ずご確認いただきますようお願いいたします。

当館で開催予定の催事につきまして、開催中止もしくは延期が多数発生しております。
最新の状況は、それぞれの主催者までお問合せください。

● 日本特殊陶業市民会館　TEL 052-331-2141　● 名古屋市音楽プラザ　TEL 052-331-6041


