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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

　９月はまだまだ気温も高く暑いと感じることが多いで
すが、暦的には秋。この季節は月が綺麗に見えると言わ
れていて、なかでも「十五夜」は格別です。十五夜は「中
秋の名月」とも呼ばれ、今年は9月21日がこの日にあた
ります。
　昔から、日本では月を神聖視していて、縄文時代には
月を愛でる風習があったそうです。そして、十五夜の歴
史が始まったのは平安時代。中国から伝わり、貴族に広
まったのがきっかけです。この時代から月を見ながらお
酒を飲み、詩歌や管弦を楽しんでいました。
　その後、庶民も十五夜を楽しみ始めたのは江戸時代。

ただ月を眺め楽しむだけでなく、収穫祭や初穂祭に関す
ることが大きかったそうです。十五夜は稲が育ち収穫も
始まる時期なので、収穫をお祝いしていました。
　お供え物は、秋の七草のうちの一つであるススキ。稲
穂に似ていて、魔除けになると言われていました。そし
て十五夜といえば、月見団子。丸い団子に月を見立て、
感謝の気持ちを表します。十五夜＝15個の団子をピラ
ミッドのように積んで供えます。
　どれだけ時代が変わっても月の美しさだけは変わり
ません。9月21日は月を見上げて名月の美しさを感じて
はいかがでしょうか。

月が綺麗に見える日
Writer  太田

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！

中秋の名月 [衣被 －きぬかつぎ－]

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、桶井さんに取材してきました！
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　中秋の名月は芋の収穫期に訪れる十五夜のため別名「芋名
月」と言い、ススキや団子の他に衣被をお供えします。衣被とは
皮つきのまま蒸した里芋の頭の部分の皮を切り取ったもので、
皮を被った下半分を摘まめば白いお芋が飛び出してきます。ご
ま塩や生姜醤油でいただくと、素朴ながらもネットリとした食感
が旨味しいんですよね。
　その名は平安時代の女性が外出する時に顔を隠すためにか
ぶる布「衣被」から由来しているそうです。たしかに白い顔が布
からチラリと見えている姿と似ています。なんとも絶妙なネー
ミングセンスではありませんか。

今回は知らない方にはまさに未知の世界！のコスプレ
を解説したいと思います。コスプレとは漫画やアニメの
キャラクターに扮する行為を指します。また、コスプレ
を行う人をコスプレイヤー・レイヤーと称します。キャ
ラクターが着ている衣装にはじまり。髪型・髪色を同一
にする為のウィッグ。武器等の所持品など突き詰めて
いけばいくほど「愛」が無ければ出来ない行為です。勿
論キャラクターになりきるためのメイクも必須です！目
の色を合わせるためのカラーコンタクトも外せませ
ん。情熱と愛に溢れたコスプレの世界、皆様も雑誌等
から気軽に覗いてみてはいかがでしょう？

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！
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身も心もなりきる！
愛たっぷりのコスプレの世界

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

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？

梅雨の時期が過ぎましたので、僕の楽器た
ちの掃除をしています。湿気に弱いものも
ありますので、手入れしなきゃな、と思いま
して。

たくさんありますね！どうやって入手したの
ですか？

ネットオークションで手に入れたものがほ
とんどです。写真右は大学の先輩から譲っ
てもらったフルートで、写真左のテナー
サックスは頂き物です。

実際演奏できますか？

サックスはもちろん、フルート、クラリネット
は吹けます！トランペットは何とか・・・練習中
です（笑）

日　　程　▶

会　　場　▶

予定曲目　▶

入  場  料

チケット
販売期間

2021年12月26日（日）  開場14：00　開演15：00

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

リスト/ラ・カンパネラ 他

J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート

▶ プレイガイド先行
　 9月4日（土）10：00～12日（日）23：59 ※数受け抽選

主　　催 ：

共　　催 ：

お問合せ ：

フジコ・ヘミング名古屋コンサート実行委員会 （青葉ピアノ/サンライズプロモーション東京）
日本特殊陶業市民会館/メ～テレ/三重テレビ
サンライズプロモーション東京 ☎0570-00-3337（平日12：00～15：00）

フジコ・ヘミングご本人より
直筆メッセージをいただきました

魂のピアニスト、フジコ・ヘミングによる待望のピアノソロコンサートが名古屋に。

全券種特典付き

● S席 9,800円　● A席 8,000円　● B席 6,000円 　● C席 5,000円
当日、ご来場時にお一人につき一枚ポストカードをお渡しします。
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チケット
購入場所

ローソン
チケット

チケット
ぴあ

ｅ+
（イープラス）

▶ 一般発売開始日
　 9月25日（土）10：00～
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3 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
●TEL.052-339-0651
     　　　24時間

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
●TEL.052-212-8124
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
●TEL.052-211-8424
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

9 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

10 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00（L.O.21:30）

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

11 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
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ドリンク1杯無料
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12 TIME BOX 〔時計、ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

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:廣田]
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今年は1ヶ月に1冊のペースで本を読むぞ！と意気込んだものの、結
局8月時点で3冊しか読了していないという現実…。しかしながら、
Instagramで本紹介の投稿を見る度、本屋さんへ行く度、読みたい本
がどんどん増えていく一方です。今までは日常生活を題材にしたも
のを読むことが多かったので、趣向を変えてミステリー小説も読ん
でみたいな、なんて思ったり。きっと、涼しくなってきたらたくさん
読めるはずと希望を抱いて、読書の秋を過ごしたいと思います。
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● S席 9,800円　● A席 8,000円　● B席 6,000円 　● C席 5,000円
当日、ご来場時にお一人につき一枚ポストカードをお渡しします。
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チケット
購入場所

ローソン
チケット

チケット
ぴあ

ｅ+
（イープラス）

▶ 一般発売開始日
　 9月25日（土）10：00～
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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:廣田]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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今年は1ヶ月に1冊のペースで本を読むぞ！と意気込んだものの、結
局8月時点で3冊しか読了していないという現実…。しかしながら、
Instagramで本紹介の投稿を見る度、本屋さんへ行く度、読みたい本
がどんどん増えていく一方です。今までは日常生活を題材にしたも
のを読むことが多かったので、趣向を変えてミステリー小説も読ん
でみたいな、なんて思ったり。きっと、涼しくなってきたらたくさん
読めるはずと希望を抱いて、読書の秋を過ごしたいと思います。

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年9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

　９月はまだまだ気温も高く暑いと感じることが多いで
すが、暦的には秋。この季節は月が綺麗に見えると言わ
れていて、なかでも「十五夜」は格別です。十五夜は「中
秋の名月」とも呼ばれ、今年は9月21日がこの日にあた
ります。
　昔から、日本では月を神聖視していて、縄文時代には
月を愛でる風習があったそうです。そして、十五夜の歴
史が始まったのは平安時代。中国から伝わり、貴族に広
まったのがきっかけです。この時代から月を見ながらお
酒を飲み、詩歌や管弦を楽しんでいました。
　その後、庶民も十五夜を楽しみ始めたのは江戸時代。

ただ月を眺め楽しむだけでなく、収穫祭や初穂祭に関す
ることが大きかったそうです。十五夜は稲が育ち収穫も
始まる時期なので、収穫をお祝いしていました。
　お供え物は、秋の七草のうちの一つであるススキ。稲
穂に似ていて、魔除けになると言われていました。そし
て十五夜といえば、月見団子。丸い団子に月を見立て、
感謝の気持ちを表します。十五夜＝15個の団子をピラ
ミッドのように積んで供えます。
　どれだけ時代が変わっても月の美しさだけは変わり
ません。9月21日は月を見上げて名月の美しさを感じて
はいかがでしょうか。

月が綺麗に見える日
Writer  太田

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！

中秋の名月 [衣被 －きぬかつぎ－]

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、桶井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
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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

　中秋の名月は芋の収穫期に訪れる十五夜のため別名「芋名
月」と言い、ススキや団子の他に衣被をお供えします。衣被とは
皮つきのまま蒸した里芋の頭の部分の皮を切り取ったもので、
皮を被った下半分を摘まめば白いお芋が飛び出してきます。ご
ま塩や生姜醤油でいただくと、素朴ながらもネットリとした食感
が旨味しいんですよね。
　その名は平安時代の女性が外出する時に顔を隠すためにか
ぶる布「衣被」から由来しているそうです。たしかに白い顔が布
からチラリと見えている姿と似ています。なんとも絶妙なネー
ミングセンスではありませんか。

今回は知らない方にはまさに未知の世界！のコスプレ
を解説したいと思います。コスプレとは漫画やアニメの
キャラクターに扮する行為を指します。また、コスプレ
を行う人をコスプレイヤー・レイヤーと称します。キャ
ラクターが着ている衣装にはじまり。髪型・髪色を同一
にする為のウィッグ。武器等の所持品など突き詰めて
いけばいくほど「愛」が無ければ出来ない行為です。勿
論キャラクターになりきるためのメイクも必須です！目
の色を合わせるためのカラーコンタクトも外せませ
ん。情熱と愛に溢れたコスプレの世界、皆様も雑誌等
から気軽に覗いてみてはいかがでしょう？

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

身も心もなりきる！
愛たっぷりのコスプレの世界

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

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？

梅雨の時期が過ぎましたので、僕の楽器た
ちの掃除をしています。湿気に弱いものも
ありますので、手入れしなきゃな、と思いま
して。

たくさんありますね！どうやって入手したの
ですか？

ネットオークションで手に入れたものがほ
とんどです。写真右は大学の先輩から譲っ
てもらったフルートで、写真左のテナー
サックスは頂き物です。

実際演奏できますか？

サックスはもちろん、フルート、クラリネット
は吹けます！トランペットは何とか・・・練習中
です（笑）

日　　程　▶

会　　場　▶

予定曲目　▶

入  場  料

チケット
販売期間

2021年12月26日（日）  開場14：00　開演15：00

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

リスト/ラ・カンパネラ 他

J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート

▶ プレイガイド先行
　 9月4日（土）10：00～12日（日）23：59 ※数受け抽選

主　　催 ：

共　　催 ：

お問合せ ：

フジコ・ヘミング名古屋コンサート実行委員会 （青葉ピアノ/サンライズプロモーション東京）
日本特殊陶業市民会館/メ～テレ/三重テレビ
サンライズプロモーション東京 ☎0570-00-3337（平日12：00～15：00）

フジコ・ヘミングご本人より
直筆メッセージをいただきました

魂のピアニスト、フジコ・ヘミングによる待望のピアノソロコンサートが名古屋に。

全券種特典付き

● S席 9,800円　● A席 8,000円　● B席 6,000円 　● C席 5,000円
当日、ご来場時にお一人につき一枚ポストカードをお渡しします。

essageMM

チケット
購入場所

ローソン
チケット

チケット
ぴあ

ｅ+
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▶ 一般発売開始日
　 9月25日（土）10：00～
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3 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
●TEL.052-339-0651
     　　　24時間

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
●TEL.052-212-8124
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
●TEL.052-211-8424
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

9 メイリールー 〔レディスファッション〕
アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

10 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00（L.O.21:30）

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

11 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00（L.O.21:30）

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山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:廣田]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 9065VOL.
2021

今年は1ヶ月に1冊のペースで本を読むぞ！と意気込んだものの、結
局8月時点で3冊しか読了していないという現実…。しかしながら、
Instagramで本紹介の投稿を見る度、本屋さんへ行く度、読みたい本
がどんどん増えていく一方です。今までは日常生活を題材にしたも
のを読むことが多かったので、趣向を変えてミステリー小説も読ん
でみたいな、なんて思ったり。きっと、涼しくなってきたらたくさん
読めるはずと希望を抱いて、読書の秋を過ごしたいと思います。

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

9
065VOL.

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9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
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　９月はまだまだ気温も高く暑いと感じることが多いで
すが、暦的には秋。この季節は月が綺麗に見えると言わ
れていて、なかでも「十五夜」は格別です。十五夜は「中
秋の名月」とも呼ばれ、今年は9月21日がこの日にあた
ります。
　昔から、日本では月を神聖視していて、縄文時代には
月を愛でる風習があったそうです。そして、十五夜の歴
史が始まったのは平安時代。中国から伝わり、貴族に広
まったのがきっかけです。この時代から月を見ながらお
酒を飲み、詩歌や管弦を楽しんでいました。
　その後、庶民も十五夜を楽しみ始めたのは江戸時代。

ただ月を眺め楽しむだけでなく、収穫祭や初穂祭に関す
ることが大きかったそうです。十五夜は稲が育ち収穫も
始まる時期なので、収穫をお祝いしていました。
　お供え物は、秋の七草のうちの一つであるススキ。稲
穂に似ていて、魔除けになると言われていました。そし
て十五夜といえば、月見団子。丸い団子に月を見立て、
感謝の気持ちを表します。十五夜＝15個の団子をピラ
ミッドのように積んで供えます。
　どれだけ時代が変わっても月の美しさだけは変わり
ません。9月21日は月を見上げて名月の美しさを感じて
はいかがでしょうか。

月が綺麗に見える日
Writer  太田

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！

中秋の名月 [衣被 －きぬかつぎ－]

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、桶井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

　中秋の名月は芋の収穫期に訪れる十五夜のため別名「芋名
月」と言い、ススキや団子の他に衣被をお供えします。衣被とは
皮つきのまま蒸した里芋の頭の部分の皮を切り取ったもので、
皮を被った下半分を摘まめば白いお芋が飛び出してきます。ご
ま塩や生姜醤油でいただくと、素朴ながらもネットリとした食感
が旨味しいんですよね。
　その名は平安時代の女性が外出する時に顔を隠すためにか
ぶる布「衣被」から由来しているそうです。たしかに白い顔が布
からチラリと見えている姿と似ています。なんとも絶妙なネー
ミングセンスではありませんか。

今回は知らない方にはまさに未知の世界！のコスプレ
を解説したいと思います。コスプレとは漫画やアニメの
キャラクターに扮する行為を指します。また、コスプレ
を行う人をコスプレイヤー・レイヤーと称します。キャ
ラクターが着ている衣装にはじまり。髪型・髪色を同一
にする為のウィッグ。武器等の所持品など突き詰めて
いけばいくほど「愛」が無ければ出来ない行為です。勿
論キャラクターになりきるためのメイクも必須です！目
の色を合わせるためのカラーコンタクトも外せませ
ん。情熱と愛に溢れたコスプレの世界、皆様も雑誌等
から気軽に覗いてみてはいかがでしょう？

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
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ま
し
ょ
う

食
の

執筆:栗木

身も心もなりきる！
愛たっぷりのコスプレの世界

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

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？

梅雨の時期が過ぎましたので、僕の楽器た
ちの掃除をしています。湿気に弱いものも
ありますので、手入れしなきゃな、と思いま
して。

たくさんありますね！どうやって入手したの
ですか？

ネットオークションで手に入れたものがほ
とんどです。写真右は大学の先輩から譲っ
てもらったフルートで、写真左のテナー
サックスは頂き物です。

実際演奏できますか？

サックスはもちろん、フルート、クラリネット
は吹けます！トランペットは何とか・・・練習中
です（笑）

日　　程　▶

会　　場　▶

予定曲目　▶

入  場  料

チケット
販売期間

2021年12月26日（日）  開場14：00　開演15：00

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

リスト/ラ・カンパネラ 他

J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート

▶ プレイガイド先行
　 9月4日（土）10：00～12日（日）23：59 ※数受け抽選

主　　催 ：

共　　催 ：

お問合せ ：

フジコ・ヘミング名古屋コンサート実行委員会 （青葉ピアノ/サンライズプロモーション東京）
日本特殊陶業市民会館/メ～テレ/三重テレビ
サンライズプロモーション東京 ☎0570-00-3337（平日12：00～15：00）

フジコ・ヘミングご本人より
直筆メッセージをいただきました

魂のピアニスト、フジコ・ヘミングによる待望のピアノソロコンサートが名古屋に。

全券種特典付き

● S席 9,800円　● A席 8,000円　● B席 6,000円 　● C席 5,000円
当日、ご来場時にお一人につき一枚ポストカードをお渡しします。

essageMM

チケット
購入場所

ローソン
チケット

チケット
ぴあ

ｅ+
（イープラス）

▶ 一般発売開始日
　 9月25日（土）10：00～

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:廣田]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 9065VOL.
2021

今年は1ヶ月に1冊のペースで本を読むぞ！と意気込んだものの、結
局8月時点で3冊しか読了していないという現実…。しかしながら、
Instagramで本紹介の投稿を見る度、本屋さんへ行く度、読みたい本
がどんどん増えていく一方です。今までは日常生活を題材にしたも
のを読むことが多かったので、趣向を変えてミステリー小説も読ん
でみたいな、なんて思ったり。きっと、涼しくなってきたらたくさん
読めるはずと希望を抱いて、読書の秋を過ごしたいと思います。

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 2021.09
※ 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 9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

9月1日(水) 9月1日(水)

◆ 点検日 9月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 9月6日（月）・13日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 10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

第493回定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のブルックナー〉

◆ 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

［ 9月10日(金) 18：45開演　 9月11日(土) 16：00開演 ］

第1回こども名曲コンサート
オーケストラが奏でるものがたり

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1，2階席：3,000円  3，4階席：2,000円 ほか

［ 9月26日(日)　14：00開演 ］

8月15日現在

8月15日現在

▶指　揮
▶司会・ナレーション
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕
ブルックナー：交響曲第5番［ノヴァーク版］

大井 剛史
日髙 のり子*
ハチャトゥリアン：バレエ『ガイーヌ』より「剣の舞」，
「ばらの乙女たちの踊り」，「レズギンカ」
プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

開催予定はございません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ２０２１

wacci 47都道府県ツアー

2020-21【振替公演】

宮本佳林 LIVE 2021～ダリア～

栞　ファンミーティング　VoL2

TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T

TOUR 2021

HA-HA-HAPPY

第6回NBA名古屋バレエコンクール

立川談春 独演会

3

4

5

13

17

18

19

21

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(火)

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉

2

3

4

5

9

11

12

23

25

26

(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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9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

　９月はまだまだ気温も高く暑いと感じることが多いで
すが、暦的には秋。この季節は月が綺麗に見えると言わ
れていて、なかでも「十五夜」は格別です。十五夜は「中
秋の名月」とも呼ばれ、今年は9月21日がこの日にあた
ります。
　昔から、日本では月を神聖視していて、縄文時代には
月を愛でる風習があったそうです。そして、十五夜の歴
史が始まったのは平安時代。中国から伝わり、貴族に広
まったのがきっかけです。この時代から月を見ながらお
酒を飲み、詩歌や管弦を楽しんでいました。
　その後、庶民も十五夜を楽しみ始めたのは江戸時代。

ただ月を眺め楽しむだけでなく、収穫祭や初穂祭に関す
ることが大きかったそうです。十五夜は稲が育ち収穫も
始まる時期なので、収穫をお祝いしていました。
　お供え物は、秋の七草のうちの一つであるススキ。稲
穂に似ていて、魔除けになると言われていました。そし
て十五夜といえば、月見団子。丸い団子に月を見立て、
感謝の気持ちを表します。十五夜＝15個の団子をピラ
ミッドのように積んで供えます。
　どれだけ時代が変わっても月の美しさだけは変わり
ません。9月21日は月を見上げて名月の美しさを感じて
はいかがでしょうか。

月が綺麗に見える日
Writer  太田

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！

中秋の名月 [衣被 －きぬかつぎ－]

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、桶井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

　中秋の名月は芋の収穫期に訪れる十五夜のため別名「芋名
月」と言い、ススキや団子の他に衣被をお供えします。衣被とは
皮つきのまま蒸した里芋の頭の部分の皮を切り取ったもので、
皮を被った下半分を摘まめば白いお芋が飛び出してきます。ご
ま塩や生姜醤油でいただくと、素朴ながらもネットリとした食感
が旨味しいんですよね。
　その名は平安時代の女性が外出する時に顔を隠すためにか
ぶる布「衣被」から由来しているそうです。たしかに白い顔が布
からチラリと見えている姿と似ています。なんとも絶妙なネー
ミングセンスではありませんか。

今回は知らない方にはまさに未知の世界！のコスプレ
を解説したいと思います。コスプレとは漫画やアニメの
キャラクターに扮する行為を指します。また、コスプレ
を行う人をコスプレイヤー・レイヤーと称します。キャ
ラクターが着ている衣装にはじまり。髪型・髪色を同一
にする為のウィッグ。武器等の所持品など突き詰めて
いけばいくほど「愛」が無ければ出来ない行為です。勿
論キャラクターになりきるためのメイクも必須です！目
の色を合わせるためのカラーコンタクトも外せませ
ん。情熱と愛に溢れたコスプレの世界、皆様も雑誌等
から気軽に覗いてみてはいかがでしょう？

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

身も心もなりきる！
愛たっぷりのコスプレの世界

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

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？

梅雨の時期が過ぎましたので、僕の楽器た
ちの掃除をしています。湿気に弱いものも
ありますので、手入れしなきゃな、と思いま
して。

たくさんありますね！どうやって入手したの
ですか？

ネットオークションで手に入れたものがほ
とんどです。写真右は大学の先輩から譲っ
てもらったフルートで、写真左のテナー
サックスは頂き物です。

実際演奏できますか？

サックスはもちろん、フルート、クラリネット
は吹けます！トランペットは何とか・・・練習中
です（笑）

日　　程　▶

会　　場　▶

予定曲目　▶

入  場  料

チケット
販売期間

2021年12月26日（日）  開場14：00　開演15：00

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

リスト/ラ・カンパネラ 他

J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート

▶ プレイガイド先行
　 9月4日（土）10：00～12日（日）23：59 ※数受け抽選

主　　催 ：

共　　催 ：

お問合せ ：

フジコ・ヘミング名古屋コンサート実行委員会 （青葉ピアノ/サンライズプロモーション東京）
日本特殊陶業市民会館/メ～テレ/三重テレビ
サンライズプロモーション東京 ☎0570-00-3337（平日12：00～15：00）

フジコ・ヘミングご本人より
直筆メッセージをいただきました

魂のピアニスト、フジコ・ヘミングによる待望のピアノソロコンサートが名古屋に。

全券種特典付き

● S席 9,800円　● A席 8,000円　● B席 6,000円 　● C席 5,000円
当日、ご来場時にお一人につき一枚ポストカードをお渡しします。

essageMM

チケット
購入場所

ローソン
チケット

チケット
ぴあ

ｅ+
（イープラス）

▶ 一般発売開始日
　 9月25日（土）10：00～

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:廣田]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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今年は1ヶ月に1冊のペースで本を読むぞ！と意気込んだものの、結
局8月時点で3冊しか読了していないという現実…。しかしながら、
Instagramで本紹介の投稿を見る度、本屋さんへ行く度、読みたい本
がどんどん増えていく一方です。今までは日常生活を題材にしたも
のを読むことが多かったので、趣向を変えてミステリー小説も読ん
でみたいな、なんて思ったり。きっと、涼しくなってきたらたくさん
読めるはずと希望を抱いて、読書の秋を過ごしたいと思います。

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 2021.09
※ 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 9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

9月1日(水) 9月1日(水)

◆ 点検日 9月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 9月6日（月）・13日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 10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

第493回定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のブルックナー〉

◆ 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

［ 9月10日(金) 18：45開演　 9月11日(土) 16：00開演 ］

第1回こども名曲コンサート
オーケストラが奏でるものがたり

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1，2階席：3,000円  3，4階席：2,000円 ほか

［ 9月26日(日)　14：00開演 ］

8月15日現在

8月15日現在

▶指　揮
▶司会・ナレーション
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕
ブルックナー：交響曲第5番［ノヴァーク版］

大井 剛史
日髙 のり子*
ハチャトゥリアン：バレエ『ガイーヌ』より「剣の舞」，
「ばらの乙女たちの踊り」，「レズギンカ」
プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

開催予定はございません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ２０２１

wacci 47都道府県ツアー

2020-21【振替公演】

宮本佳林 LIVE 2021～ダリア～

栞　ファンミーティング　VoL2

TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T

TOUR 2021

HA-HA-HAPPY

第6回NBA名古屋バレエコンクール

立川談春 独演会

3

4

5

13

17

18

19

21

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(火)

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉

2

3

4

5

9

11

12

23

25

26

(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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 2021.09
※ 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 9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

9月1日(水) 9月1日(水)

◆ 点検日 9月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 9月6日（月）・13日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 10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

第493回定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のブルックナー〉

◆ 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

［ 9月10日(金) 18：45開演　 9月11日(土) 16：00開演 ］

第1回こども名曲コンサート
オーケストラが奏でるものがたり

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1，2階席：3,000円  3，4階席：2,000円 ほか

［ 9月26日(日)　14：00開演 ］

8月15日現在

8月15日現在

▶指　揮
▶司会・ナレーション
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕
ブルックナー：交響曲第5番［ノヴァーク版］

大井 剛史
日髙 のり子*
ハチャトゥリアン：バレエ『ガイーヌ』より「剣の舞」，
「ばらの乙女たちの踊り」，「レズギンカ」
プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

開催予定はございません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ２０２１

wacci 47都道府県ツアー

2020-21【振替公演】

宮本佳林 LIVE 2021～ダリア～

栞　ファンミーティング　VoL2

TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T

TOUR 2021

HA-HA-HAPPY

第6回NBA名古屋バレエコンクール

立川談春 独演会

3

4

5

13

17

18

19

21

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(火)

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉

2

3

4

5

9

11

12

23

25

26

(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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 2021.09
※ 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 9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

9月1日(水) 9月1日(水)

◆ 点検日 9月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 9月6日（月）・13日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 10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

第493回定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のブルックナー〉

◆ 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

［ 9月10日(金) 18：45開演　 9月11日(土) 16：00開演 ］

第1回こども名曲コンサート
オーケストラが奏でるものがたり

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1，2階席：3,000円  3，4階席：2,000円 ほか

［ 9月26日(日)　14：00開演 ］

8月15日現在

8月15日現在

▶指　揮
▶司会・ナレーション
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕
ブルックナー：交響曲第5番［ノヴァーク版］

大井 剛史
日髙 のり子*
ハチャトゥリアン：バレエ『ガイーヌ』より「剣の舞」，
「ばらの乙女たちの踊り」，「レズギンカ」
プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

開催予定はございません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ２０２１

wacci 47都道府県ツアー

2020-21【振替公演】

宮本佳林 LIVE 2021～ダリア～

栞　ファンミーティング　VoL2

TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T

TOUR 2021

HA-HA-HAPPY

第6回NBA名古屋バレエコンクール

立川談春 独演会

3

4

5

13

17

18

19

21

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(火)

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉
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26

(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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 2021.09
※ 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 9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

9月1日(水) 9月1日(水)

◆ 点検日 9月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 9月6日（月）・13日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 10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

第493回定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のブルックナー〉

◆ 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

［ 9月10日(金) 18：45開演　 9月11日(土) 16：00開演 ］

第1回こども名曲コンサート
オーケストラが奏でるものがたり

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1，2階席：3,000円  3，4階席：2,000円 ほか

［ 9月26日(日)　14：00開演 ］

8月15日現在

8月15日現在

▶指　揮
▶司会・ナレーション
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕
ブルックナー：交響曲第5番［ノヴァーク版］

大井 剛史
日髙 のり子*
ハチャトゥリアン：バレエ『ガイーヌ』より「剣の舞」，
「ばらの乙女たちの踊り」，「レズギンカ」
プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

開催予定はございません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ２０２１
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2020-21【振替公演】

宮本佳林 LIVE 2021～ダリア～

栞　ファンミーティング　VoL2

TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T

TOUR 2021

HA-HA-HAPPY

第6回NBA名古屋バレエコンクール

立川談春 独演会
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(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(火)

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉
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(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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 2021.09
※ 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 9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

9月1日(水) 9月1日(水)

◆ 点検日 9月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 9月6日（月）・13日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 10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

第493回定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のブルックナー〉

◆ 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

［ 9月10日(金) 18：45開演　 9月11日(土) 16：00開演 ］

第1回こども名曲コンサート
オーケストラが奏でるものがたり

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1，2階席：3,000円  3，4階席：2,000円 ほか

［ 9月26日(日)　14：00開演 ］

8月15日現在

8月15日現在

▶指　揮
▶司会・ナレーション
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕
ブルックナー：交響曲第5番［ノヴァーク版］

大井 剛史
日髙 のり子*
ハチャトゥリアン：バレエ『ガイーヌ』より「剣の舞」，
「ばらの乙女たちの踊り」，「レズギンカ」
プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

開催予定はございません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ２０２１

wacci 47都道府県ツアー

2020-21【振替公演】

宮本佳林 LIVE 2021～ダリア～

栞　ファンミーティング　VoL2

TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T

TOUR 2021

HA-HA-HAPPY

第6回NBA名古屋バレエコンクール

立川談春 独演会

3

4

5

13

17

18

19

21

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(火)

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉

2

3

4

5

9

11

12

23

25

26

(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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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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

　９月はまだまだ気温も高く暑いと感じることが多いで
すが、暦的には秋。この季節は月が綺麗に見えると言わ
れていて、なかでも「十五夜」は格別です。十五夜は「中
秋の名月」とも呼ばれ、今年は9月21日がこの日にあた
ります。
　昔から、日本では月を神聖視していて、縄文時代には
月を愛でる風習があったそうです。そして、十五夜の歴
史が始まったのは平安時代。中国から伝わり、貴族に広
まったのがきっかけです。この時代から月を見ながらお
酒を飲み、詩歌や管弦を楽しんでいました。
　その後、庶民も十五夜を楽しみ始めたのは江戸時代。

ただ月を眺め楽しむだけでなく、収穫祭や初穂祭に関す
ることが大きかったそうです。十五夜は稲が育ち収穫も
始まる時期なので、収穫をお祝いしていました。
　お供え物は、秋の七草のうちの一つであるススキ。稲
穂に似ていて、魔除けになると言われていました。そし
て十五夜といえば、月見団子。丸い団子に月を見立て、
感謝の気持ちを表します。十五夜＝15個の団子をピラ
ミッドのように積んで供えます。
　どれだけ時代が変わっても月の美しさだけは変わり
ません。9月21日は月を見上げて名月の美しさを感じて
はいかがでしょうか。

月が綺麗に見える日
Writer  太田

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！

中秋の名月 [衣被 －きぬかつぎ－]

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、桶井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

　中秋の名月は芋の収穫期に訪れる十五夜のため別名「芋名
月」と言い、ススキや団子の他に衣被をお供えします。衣被とは
皮つきのまま蒸した里芋の頭の部分の皮を切り取ったもので、
皮を被った下半分を摘まめば白いお芋が飛び出してきます。ご
ま塩や生姜醤油でいただくと、素朴ながらもネットリとした食感
が旨味しいんですよね。
　その名は平安時代の女性が外出する時に顔を隠すためにか
ぶる布「衣被」から由来しているそうです。たしかに白い顔が布
からチラリと見えている姿と似ています。なんとも絶妙なネー
ミングセンスではありませんか。

今回は知らない方にはまさに未知の世界！のコスプレ
を解説したいと思います。コスプレとは漫画やアニメの
キャラクターに扮する行為を指します。また、コスプレ
を行う人をコスプレイヤー・レイヤーと称します。キャ
ラクターが着ている衣装にはじまり。髪型・髪色を同一
にする為のウィッグ。武器等の所持品など突き詰めて
いけばいくほど「愛」が無ければ出来ない行為です。勿
論キャラクターになりきるためのメイクも必須です！目
の色を合わせるためのカラーコンタクトも外せませ
ん。情熱と愛に溢れたコスプレの世界、皆様も雑誌等
から気軽に覗いてみてはいかがでしょう？

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！
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執筆:栗木

身も心もなりきる！
愛たっぷりのコスプレの世界

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

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？

梅雨の時期が過ぎましたので、僕の楽器た
ちの掃除をしています。湿気に弱いものも
ありますので、手入れしなきゃな、と思いま
して。

たくさんありますね！どうやって入手したの
ですか？

ネットオークションで手に入れたものがほ
とんどです。写真右は大学の先輩から譲っ
てもらったフルートで、写真左のテナー
サックスは頂き物です。

実際演奏できますか？

サックスはもちろん、フルート、クラリネット
は吹けます！トランペットは何とか・・・練習中
です（笑）

日　　程　▶

会　　場　▶

予定曲目　▶

入  場  料

チケット
販売期間

2021年12月26日（日）  開場14：00　開演15：00

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

リスト/ラ・カンパネラ 他

J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート

▶ プレイガイド先行
　 9月4日（土）10：00～12日（日）23：59 ※数受け抽選

主　　催 ：

共　　催 ：

お問合せ ：

フジコ・ヘミング名古屋コンサート実行委員会 （青葉ピアノ/サンライズプロモーション東京）
日本特殊陶業市民会館/メ～テレ/三重テレビ
サンライズプロモーション東京 ☎0570-00-3337（平日12：00～15：00）

フジコ・ヘミングご本人より
直筆メッセージをいただきました

魂のピアニスト、フジコ・ヘミングによる待望のピアノソロコンサートが名古屋に。

全券種特典付き

● S席 9,800円　● A席 8,000円　● B席 6,000円 　● C席 5,000円
当日、ご来場時にお一人につき一枚ポストカードをお渡しします。

essageMM

チケット
購入場所

ローソン
チケット

チケット
ぴあ

ｅ+
（イープラス）

▶ 一般発売開始日
　 9月25日（土）10：00～

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:廣田]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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今年は1ヶ月に1冊のペースで本を読むぞ！と意気込んだものの、結
局8月時点で3冊しか読了していないという現実…。しかしながら、
Instagramで本紹介の投稿を見る度、本屋さんへ行く度、読みたい本
がどんどん増えていく一方です。今までは日常生活を題材にしたも
のを読むことが多かったので、趣向を変えてミステリー小説も読ん
でみたいな、なんて思ったり。きっと、涼しくなってきたらたくさん
読めるはずと希望を抱いて、読書の秋を過ごしたいと思います。

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 2021.09
※ 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 9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

9月1日(水) 9月1日(水)

◆ 点検日 9月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 9月6日（月）・13日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 10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

第493回定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のブルックナー〉

◆ 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

［ 9月10日(金) 18：45開演　 9月11日(土) 16：00開演 ］

第1回こども名曲コンサート
オーケストラが奏でるものがたり

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1，2階席：3,000円  3，4階席：2,000円 ほか

［ 9月26日(日)　14：00開演 ］

8月15日現在

8月15日現在

▶指　揮
▶司会・ナレーション
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕
ブルックナー：交響曲第5番［ノヴァーク版］

大井 剛史
日髙 のり子*
ハチャトゥリアン：バレエ『ガイーヌ』より「剣の舞」，
「ばらの乙女たちの踊り」，「レズギンカ」
プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

開催予定はございません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ２０２１

wacci 47都道府県ツアー

2020-21【振替公演】

宮本佳林 LIVE 2021～ダリア～

栞　ファンミーティング　VoL2

TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T

TOUR 2021

HA-HA-HAPPY

第6回NBA名古屋バレエコンクール

立川談春 独演会

3

4

5

13

17

18

19

21

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(火)

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉

2

3

4

5

9

11

12

23

25

26

(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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 〉
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・音楽の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4月分
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プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
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（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉
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3

4

5

9

11

12

23

25

26

(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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9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

　９月はまだまだ気温も高く暑いと感じることが多いで
すが、暦的には秋。この季節は月が綺麗に見えると言わ
れていて、なかでも「十五夜」は格別です。十五夜は「中
秋の名月」とも呼ばれ、今年は9月21日がこの日にあた
ります。
　昔から、日本では月を神聖視していて、縄文時代には
月を愛でる風習があったそうです。そして、十五夜の歴
史が始まったのは平安時代。中国から伝わり、貴族に広
まったのがきっかけです。この時代から月を見ながらお
酒を飲み、詩歌や管弦を楽しんでいました。
　その後、庶民も十五夜を楽しみ始めたのは江戸時代。

ただ月を眺め楽しむだけでなく、収穫祭や初穂祭に関す
ることが大きかったそうです。十五夜は稲が育ち収穫も
始まる時期なので、収穫をお祝いしていました。
　お供え物は、秋の七草のうちの一つであるススキ。稲
穂に似ていて、魔除けになると言われていました。そし
て十五夜といえば、月見団子。丸い団子に月を見立て、
感謝の気持ちを表します。十五夜＝15個の団子をピラ
ミッドのように積んで供えます。
　どれだけ時代が変わっても月の美しさだけは変わり
ません。9月21日は月を見上げて名月の美しさを感じて
はいかがでしょうか。

月が綺麗に見える日
Writer  太田

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！

中秋の名月 [衣被 －きぬかつぎ－]

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、桶井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

　中秋の名月は芋の収穫期に訪れる十五夜のため別名「芋名
月」と言い、ススキや団子の他に衣被をお供えします。衣被とは
皮つきのまま蒸した里芋の頭の部分の皮を切り取ったもので、
皮を被った下半分を摘まめば白いお芋が飛び出してきます。ご
ま塩や生姜醤油でいただくと、素朴ながらもネットリとした食感
が旨味しいんですよね。
　その名は平安時代の女性が外出する時に顔を隠すためにか
ぶる布「衣被」から由来しているそうです。たしかに白い顔が布
からチラリと見えている姿と似ています。なんとも絶妙なネー
ミングセンスではありませんか。

今回は知らない方にはまさに未知の世界！のコスプレ
を解説したいと思います。コスプレとは漫画やアニメの
キャラクターに扮する行為を指します。また、コスプレ
を行う人をコスプレイヤー・レイヤーと称します。キャ
ラクターが着ている衣装にはじまり。髪型・髪色を同一
にする為のウィッグ。武器等の所持品など突き詰めて
いけばいくほど「愛」が無ければ出来ない行為です。勿
論キャラクターになりきるためのメイクも必須です！目
の色を合わせるためのカラーコンタクトも外せませ
ん。情熱と愛に溢れたコスプレの世界、皆様も雑誌等
から気軽に覗いてみてはいかがでしょう？

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

身も心もなりきる！
愛たっぷりのコスプレの世界

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

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？

梅雨の時期が過ぎましたので、僕の楽器た
ちの掃除をしています。湿気に弱いものも
ありますので、手入れしなきゃな、と思いま
して。

たくさんありますね！どうやって入手したの
ですか？

ネットオークションで手に入れたものがほ
とんどです。写真右は大学の先輩から譲っ
てもらったフルートで、写真左のテナー
サックスは頂き物です。

実際演奏できますか？

サックスはもちろん、フルート、クラリネット
は吹けます！トランペットは何とか・・・練習中
です（笑）

日　　程　▶

会　　場　▶

予定曲目　▶

入  場  料

チケット
販売期間

2021年12月26日（日）  開場14：00　開演15：00

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

リスト/ラ・カンパネラ 他

J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート
J：COMホール八王子×日本特殊陶業市民会館連携事業

フジコ・ヘミングピアノソロコンサート

▶ プレイガイド先行
　 9月4日（土）10：00～12日（日）23：59 ※数受け抽選

主　　催 ：

共　　催 ：

お問合せ ：

フジコ・ヘミング名古屋コンサート実行委員会 （青葉ピアノ/サンライズプロモーション東京）
日本特殊陶業市民会館/メ～テレ/三重テレビ
サンライズプロモーション東京 ☎0570-00-3337（平日12：00～15：00）

フジコ・ヘミングご本人より
直筆メッセージをいただきました

魂のピアニスト、フジコ・ヘミングによる待望のピアノソロコンサートが名古屋に。

全券種特典付き

● S席 9,800円　● A席 8,000円　● B席 6,000円 　● C席 5,000円
当日、ご来場時にお一人につき一枚ポストカードをお渡しします。

essageMM

チケット
購入場所

ローソン
チケット

チケット
ぴあ

ｅ+
（イープラス）

▶ 一般発売開始日
　 9月25日（土）10：00～

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:廣田]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 9065VOL.
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今年は1ヶ月に1冊のペースで本を読むぞ！と意気込んだものの、結
局8月時点で3冊しか読了していないという現実…。しかしながら、
Instagramで本紹介の投稿を見る度、本屋さんへ行く度、読みたい本
がどんどん増えていく一方です。今までは日常生活を題材にしたも
のを読むことが多かったので、趣向を変えてミステリー小説も読ん
でみたいな、なんて思ったり。きっと、涼しくなってきたらたくさん
読めるはずと希望を抱いて、読書の秋を過ごしたいと思います。

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 2021.09
※ 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 9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

9月1日(水) 9月1日(水)

◆ 点検日 9月6日（月）・27日（月） ◆ 点検日 9月6日（月）・13日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2021年（令和3年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 10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

第493回定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
〈小泉和裕のブルックナー〉

◆ 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

［ 9月10日(金) 18：45開演　 9月11日(土) 16：00開演 ］

第1回こども名曲コンサート
オーケストラが奏でるものがたり

◆ 会　 場 ： 
◆ チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1，2階席：3,000円  3，4階席：2,000円 ほか

［ 9月26日(日)　14：00開演 ］

8月15日現在

8月15日現在

▶指　揮
▶司会・ナレーション
▶プログラム

▶指　揮
▶プログラム

小泉 和裕
ブルックナー：交響曲第5番［ノヴァーク版］

大井 剛史
日髙 のり子*
ハチャトゥリアン：バレエ『ガイーヌ』より「剣の舞」，
「ばらの乙女たちの踊り」，「レズギンカ」
プロコフィエフ：交響的物語『ピーターと狼』*
デュカス：交響詩『魔法使いの弟子』
久石譲：オーケストラストーリーズ『となりのトトロ』*

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］
いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

Facebook劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

点検日や初日抽選日、イベントの
開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

開催予定はございません。

春風亭一之輔のドッサりまわるぜ２０２１

wacci 47都道府県ツアー

2020-21【振替公演】

宮本佳林 LIVE 2021～ダリア～

栞　ファンミーティング　VoL2

TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE T

TOUR 2021

HA-HA-HAPPY

第6回NBA名古屋バレエコンクール

立川談春 独演会

3

4

5

13

17

18

19

21

(金)

(土)

(日)

(月)

(金)

(土)

(日)

(火)

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

with栞

090-6464-5551

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

（問）サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

一般財団法人NBAバレエ団

04-2937-4921

con@nbaballet.org

有限会社アスターミュージック

052-931-3621

（平日11時～17時）

全席指定：3,700円

全席指定：5,800円

ファミリーシート：5,800円

着席指定席：7,500円

自由席:3,000円

指定：8,000円

全席自由席:1,000円

（当日券のみ)

全席指定：3,800円

18:30～20:30

17:00～未定

17:30～未定

18:30～20:30

18:00～未定

未定

未定

18:30～20:30

宝塚歌劇花組全国ツアー
日本特殊陶業市民会館公演

福田こうへい　コンサートツアー2021

EXO FILMLIVE JAPAN TOUR
 - EXO PLANET 2021 -

KIKKAWA KOJI
LIVE TOUR 2021 BELLING CAT
【振替公演】

ソードアート・オンライン 
フィルムオーケストラコンサート 2021
with 京都フィルハーモニー
室内合奏団特別交響楽団

財津和夫コンサート2021
with姫野達也【振替公演】

第1回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でるものがたり〉

2

3

4

5

9

11

12

23

25

26

(木)

(金)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

(木)

(土)

(日)

宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

キョードー東海
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

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

エンプレックス
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

（公財）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）

S席：8,300円
A席：5,500円
B席：3,000円

全席指定：7,000円

全席指定:4,000円
※お土産付き：EXOオリジナルマスク

全席指定：8,800円

全席指定：9,500円

全席指定：7,300円

1,2階席：3,000円
3,4階席：2,000円
☆25歳以下は全席一律1,000円

①貸切公演
②18:00～21:00

13:30～16:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①11:00～14:00
②15:30～18:30

①12:30～14:50
②16:30～18:50

①14:00～未定
②18:00～未定

17:00～未定

17:00～未定

17:30～未定

14:00～16:00

〈 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


