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　茶道や剣道にある「守破離」という言葉があります。師
匠や先生からの教えを学びながら言うことを守る、熟練
し自分の中に落とし込め、自分のやり方や考え方を意見
し、師匠や先生の教えから逸脱し破る、そして、自分が師
匠や先生と同じ立場で、離れてほかの人たちに自分が
学んできたことを教える。少し意味が変わっているかも
しれませんが、主に師弟関係、先生と生徒の関係ではこ
の「守破離」は古くから伝えられています。茶道や剣道以
外にも、伝統的な能や狂言、音楽や美術にも当たり前の
ようにあります。師匠も、前の師匠のもとで学んで、その
前も、その前もと教えを受け継いで、今の時代になって

もその流派や伝統は途絶えずに、形は違えども色濃く
残っていくのだと思います。大学生の時に、今でも胸に
刻んでいる言葉があります。指揮者になりたく、指揮法
の授業を受け持っていた先生に、弟子入りを申し出たの
です。残念ながら門前払いを食らい、相当落ち込んでい
たと思います、記憶が飛ぶくらい。そこで、先生から贈ら
れた言葉で、「人間死ぬまで勉強や、よく考えて、よく考
えて」と贈られました。ひたすらに音楽を勉強していた姿
が見える言葉を頂きました。卒業してこの言葉を胸に、
日々の仕事や生活と音楽とは別の面でも勉強し続ける
ことを心がけています。

師匠や先生に頂いた言葉
Writer  桶井

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！

ハロウィン [バームブラック]

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、迫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

　今やクリスマスに次ぐ一大イベントとなったハロウィンで
すが、元々は古代アイルランドのケルト人の秋の収穫を祝う
とともに、悪霊を追い払うお祭りでした。
　アイルランドのハロウィンの伝統的なお菓子は、ドライフ
ルーツを入れたケーキ「バームブラック」です。中に油紙に
包んだ小物を仕込んでおいて、切り分けて当たった小物か
ら運勢を占います。指輪は結婚、コインはお金持ち、布の切
れ端は貧乏を意味するそうで、ホームパーティーなどで行っ
たら盛り上がりそうですよね。もちろん、狙うはコイン（＝お
金持ち）！！

今回は老若男女幅広い世代に普及されている、ゲーム
について解説したいと思います。ゲームとは、直訳では
勝負、または勝敗を決めること。守るべきルールがあ
り、環境または他人との相互作用を元に行なわれる活
動である。とされています。日本では和製英語として
「遊び」の意味で使用されることが多く。こちらを指して
解説をしていきます。一口にゲームと言っても現代で
は多種多様なゲームがあります、皆様が真っ先に思い
つくのはどんなゲームでしょうか？カードゲームや卓上
ゲームなどの対人ゲーム？それとも…（サブカルチャー
の世界をのぞこう！来月号に続く）

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

熱中し過ぎに注意！
魅惑のゲームワールド（上）

Writer  中村

面白い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、家で過ごす日々が多くな
りました、普段家では何をしてお過ごしで
すか？

YouTubeで動画を見ながら、おうちででき
るストレッチやトレーニングをしています。

面白そうですね、どのくらい続けてますか？

日によって頻度は変わりますが、やる気が
あれば毎日、なければ週2～3ぐらいで（笑）
10分～30分ぐらいのストレッチや運動を
しています！音楽に合わせて体を動かすの
が楽しいです♪

いいですね！最近では本格的なトレーニン
グもありますよね！

コロナが落ち着いたらジムに通うか、趣味で
ダンスを習ってみたいなぁと思っています！

ピアノとドラムの即興セッションをお楽しみいただけます

〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉

Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」

音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告

かなやまにじいろ 検 索

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

～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ 
New EraNew EraNew EraNew Era

● ブエノスアイレスの四季より 冬  /  A.ピアソラ
● エスクアロ  /  A.ピアソラ
● 現実との３分間  /  A.ピアソラ  ほか

２０２１年１０月２１日（木） １９:００開演
名古屋市音楽プラザ　1F音楽サロン

カルテット エクスプレシオン
1st Violin 水野 慎太郎 / 2nd Violin　 村越 久美子
Viola　　  祖父江 依子 / Violon cello  山田 真吾

申込方法などはちらし、または音楽プラザホームページでご確認ください。

日  時  ▶
会  場  ▶

出  演 プログラム

入場無料  /  要事前申込 ※10/5まで

当日のようすを
YouTubeに
公開します

１０月末ごろ（予定）

前回のサロンコンサートも公開中

出演 ： 犬飼 裕哉（ピアノ）  鈴木 豊大（ドラム）

今年度2回目のサロンコンサートは、カルテット エクスプレシオンによる情熱と若さ溢れ
る演奏をお届けします。なお、今回も新型コロナウイルス感染対策のため、ご来場の人数
に制限を設けさせていただいております。コンサートのようすは公式YouTubeチャンネ
ル「かなやまにじいろ」でも公開いたしますので、ぜひご自宅でもお楽しみください。
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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:迫田]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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先日、卵料理を作ろうと何気なく卵を割ったとこ
ろ、双子の卵に出会いました！写真で見かけた
り、話を聞いたりはしていましたが実際に見たこ
とはなかったので、うれしい気持ちになりました
♪思わず写真を撮りながら、なにかいいことが起
こりそうだな～と幸せな気持ちになった休日。
日々、小さな幸せを感じながら過ごしたいと思う
今日この頃です。
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● エスクアロ  /  A.ピアソラ
● 現実との３分間  /  A.ピアソラ  ほか

２０２１年１０月２１日（木） １９:００開演
名古屋市音楽プラザ　1F音楽サロン

カルテット エクスプレシオン
1st Violin 水野 慎太郎 / 2nd Violin　 村越 久美子
Viola　　  祖父江 依子 / Violon cello  山田 真吾

申込方法などはちらし、または音楽プラザホームページでご確認ください。

日  時  ▶
会  場  ▶

出  演 プログラム

入場無料  /  要事前申込 ※10/5まで

当日のようすを
YouTubeに
公開します

１０月末ごろ（予定）

前回のサロンコンサートも公開中

出演 ： 犬飼 裕哉（ピアノ）  鈴木 豊大（ドラム）

今年度2回目のサロンコンサートは、カルテット エクスプレシオンによる情熱と若さ溢れ
る演奏をお届けします。なお、今回も新型コロナウイルス感染対策のため、ご来場の人数
に制限を設けさせていただいております。コンサートのようすは公式YouTubeチャンネ
ル「かなやまにじいろ」でも公開いたしますので、ぜひご自宅でもお楽しみください。
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3 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
●TEL.052-339-0651
     　　　24時間

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

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

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料
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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:迫田]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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先日、卵料理を作ろうと何気なく卵を割ったとこ
ろ、双子の卵に出会いました！写真で見かけた
り、話を聞いたりはしていましたが実際に見たこ
とはなかったので、うれしい気持ちになりました
♪思わず写真を撮りながら、なにかいいことが起
こりそうだな～と幸せな気持ちになった休日。
日々、小さな幸せを感じながら過ごしたいと思う
今日この頃です。
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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
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師匠や先生に頂いた言葉
Writer  桶井
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の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

ハロウィン [バームブラック]
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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

クーポン利用可能店舗一覧
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　茶道や剣道にある「守破離」という言葉があります。師
匠や先生からの教えを学びながら言うことを守る、熟練
し自分の中に落とし込め、自分のやり方や考え方を意見
し、師匠や先生の教えから逸脱し破る、そして、自分が師
匠や先生と同じ立場で、離れてほかの人たちに自分が
学んできたことを教える。少し意味が変わっているかも
しれませんが、主に師弟関係、先生と生徒の関係ではこ
の「守破離」は古くから伝えられています。茶道や剣道以
外にも、伝統的な能や狂言、音楽や美術にも当たり前の
ようにあります。師匠も、前の師匠のもとで学んで、その
前も、その前もと教えを受け継いで、今の時代になって

もその流派や伝統は途絶えずに、形は違えども色濃く
残っていくのだと思います。大学生の時に、今でも胸に
刻んでいる言葉があります。指揮者になりたく、指揮法
の授業を受け持っていた先生に、弟子入りを申し出たの
です。残念ながら門前払いを食らい、相当落ち込んでい
たと思います、記憶が飛ぶくらい。そこで、先生から贈ら
れた言葉で、「人間死ぬまで勉強や、よく考えて、よく考
えて」と贈られました。ひたすらに音楽を勉強していた姿
が見える言葉を頂きました。卒業してこの言葉を胸に、
日々の仕事や生活と音楽とは別の面でも勉強し続ける
ことを心がけています。

師匠や先生に頂いた言葉
Writer  桶井

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！

ハロウィン [バームブラック]

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、迫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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インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　今やクリスマスに次ぐ一大イベントとなったハロウィンで
すが、元々は古代アイルランドのケルト人の秋の収穫を祝う
とともに、悪霊を追い払うお祭りでした。
　アイルランドのハロウィンの伝統的なお菓子は、ドライフ
ルーツを入れたケーキ「バームブラック」です。中に油紙に
包んだ小物を仕込んでおいて、切り分けて当たった小物か
ら運勢を占います。指輪は結婚、コインはお金持ち、布の切
れ端は貧乏を意味するそうで、ホームパーティーなどで行っ
たら盛り上がりそうですよね。もちろん、狙うはコイン（＝お
金持ち）！！

今回は老若男女幅広い世代に普及されている、ゲーム
について解説したいと思います。ゲームとは、直訳では
勝負、または勝敗を決めること。守るべきルールがあ
り、環境または他人との相互作用を元に行なわれる活
動である。とされています。日本では和製英語として
「遊び」の意味で使用されることが多く。こちらを指して
解説をしていきます。一口にゲームと言っても現代で
は多種多様なゲームがあります、皆様が真っ先に思い
つくのはどんなゲームでしょうか？カードゲームや卓上
ゲームなどの対人ゲーム？それとも…（サブカルチャー
の世界をのぞこう！来月号に続く）

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

熱中し過ぎに注意！
魅惑のゲームワールド（上）

Writer  中村

面白い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、家で過ごす日々が多くな
りました、普段家では何をしてお過ごしで
すか？

YouTubeで動画を見ながら、おうちででき
るストレッチやトレーニングをしています。

面白そうですね、どのくらい続けてますか？

日によって頻度は変わりますが、やる気が
あれば毎日、なければ週2～3ぐらいで（笑）
10分～30分ぐらいのストレッチや運動を
しています！音楽に合わせて体を動かすの
が楽しいです♪

いいですね！最近では本格的なトレーニン
グもありますよね！

コロナが落ち着いたらジムに通うか、趣味で
ダンスを習ってみたいなぁと思っています！

ピアノとドラムの即興セッションをお楽しみいただけます

〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉

Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」

音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告

かなやまにじいろ 検 索

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

～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ 
New EraNew EraNew EraNew Era

● ブエノスアイレスの四季より 冬  /  A.ピアソラ
● エスクアロ  /  A.ピアソラ
● 現実との３分間  /  A.ピアソラ  ほか

２０２１年１０月２１日（木） １９:００開演
名古屋市音楽プラザ　1F音楽サロン

カルテット エクスプレシオン
1st Violin 水野 慎太郎 / 2nd Violin　 村越 久美子
Viola　　  祖父江 依子 / Violon cello  山田 真吾

申込方法などはちらし、または音楽プラザホームページでご確認ください。

日  時  ▶
会  場  ▶

出  演 プログラム

入場無料  /  要事前申込 ※10/5まで

当日のようすを
YouTubeに
公開します

１０月末ごろ（予定）

前回のサロンコンサートも公開中

出演 ： 犬飼 裕哉（ピアノ）  鈴木 豊大（ドラム）

今年度2回目のサロンコンサートは、カルテット エクスプレシオンによる情熱と若さ溢れ
る演奏をお届けします。なお、今回も新型コロナウイルス感染対策のため、ご来場の人数
に制限を設けさせていただいております。コンサートのようすは公式YouTubeチャンネ
ル「かなやまにじいろ」でも公開いたしますので、ぜひご自宅でもお楽しみください。
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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:迫田]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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先日、卵料理を作ろうと何気なく卵を割ったとこ
ろ、双子の卵に出会いました！写真で見かけた
り、話を聞いたりはしていましたが実際に見たこ
とはなかったので、うれしい気持ちになりました
♪思わず写真を撮りながら、なにかいいことが起
こりそうだな～と幸せな気持ちになった休日。
日々、小さな幸せを感じながら過ごしたいと思う
今日この頃です。

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

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

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT GUIDE 2021.10
※ 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 10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

10月1日(金) 10月1日(金)

◆ 点検日 10月12日（火）・25日（月） ◆ 点検日 10月4日（月）・18日（月）・25日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11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494回定期演奏会
創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

NON STYLE LIVE 2020・真
～あっというま～

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

小柳ゆき
LOST ANNIVERSARY TOUR 
~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

ゲッターズ飯田×Calmera
better fortune’n jazz 2021

CRAZY KEN BAND TOUR
好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021

音楽会
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吉本興業株式会社　東海支社
052-252-7250

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

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

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

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

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

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

建設業労働災害防止協会　愛知県支部
052-242-4441

金剛山歌劇団愛知公演2021実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

日本舞踊　内田流
052-853-0246

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

名古屋市立本城中学校
052-822-0120

前売4,300円／当日4,800円
お子さま優先エリア4,300円

全席指定：5,800円

全席指定：7,500円

全席指定：11,500円

全席指定：6,800円 

着席指定：7,500円

全席指定
一般：4,600円
学生：2,000円

全席指定：7,600円

関係者のみ

S指定席：5,000円
A指定席：3,000円

3,000円

全席指定：5,000円

関係者のみ

18:30～20:00

17:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

19:00～21:00

①14:30～未定
②18:00～未定

14:00～未定

17:00～未定

13:00～16:00

18:30～20:30

11:00～19:00

15:00～未定

9:00～11:55

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

山内惠介　五大都市コンサート2021

花まる学習会　代表　高濱正伸　講演会

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2021
～ re ～

Saucy Dog ワンマンライブ 全国ドッグラン!!
今度こそ、はじめてのホールツアー！

氷川きよし「You are you」
Release Tour 2021

ビッケブランカコンサート
FATE TOUR 2147

2021年度安全なまちづくり愛知県民大会

愛知県年金受給者協会「会員の集い」

名古屋二期会創立５０周年記念
名古屋二期会２０２１年定期オペラ公演
歌劇「魔笛」 

川中美幸コンサート

爆笑!お笑いエンタメライブ in名古屋

2

3

5

7

8

9

14

17

18

19

23

24

27

30

(土)

(日)

(火)

(木)

(金)

(土)

(木)

(日)

(月)

(火)

(土)

(日)

(水)

(土)

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

株式会社こうゆう　花まる学習会
052-726-9525

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
052-380-5416

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料

指定席：7,150円

指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ

無料
（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円

①14:30～未定
②18:00～未定
①14:30～未定
②18:00～未定

15:00～17:00

10:30～12:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～20:00

17:30～未定

14:00～14:30

13:00～15:00

18:30～21:30

14:00～17:00

15:00～17:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

〈 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10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

　茶道や剣道にある「守破離」という言葉があります。師
匠や先生からの教えを学びながら言うことを守る、熟練
し自分の中に落とし込め、自分のやり方や考え方を意見
し、師匠や先生の教えから逸脱し破る、そして、自分が師
匠や先生と同じ立場で、離れてほかの人たちに自分が
学んできたことを教える。少し意味が変わっているかも
しれませんが、主に師弟関係、先生と生徒の関係ではこ
の「守破離」は古くから伝えられています。茶道や剣道以
外にも、伝統的な能や狂言、音楽や美術にも当たり前の
ようにあります。師匠も、前の師匠のもとで学んで、その
前も、その前もと教えを受け継いで、今の時代になって

もその流派や伝統は途絶えずに、形は違えども色濃く
残っていくのだと思います。大学生の時に、今でも胸に
刻んでいる言葉があります。指揮者になりたく、指揮法
の授業を受け持っていた先生に、弟子入りを申し出たの
です。残念ながら門前払いを食らい、相当落ち込んでい
たと思います、記憶が飛ぶくらい。そこで、先生から贈ら
れた言葉で、「人間死ぬまで勉強や、よく考えて、よく考
えて」と贈られました。ひたすらに音楽を勉強していた姿
が見える言葉を頂きました。卒業してこの言葉を胸に、
日々の仕事や生活と音楽とは別の面でも勉強し続ける
ことを心がけています。

師匠や先生に頂いた言葉
Writer  桶井

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！

ハロウィン [バームブラック]

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、迫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

　今やクリスマスに次ぐ一大イベントとなったハロウィンで
すが、元々は古代アイルランドのケルト人の秋の収穫を祝う
とともに、悪霊を追い払うお祭りでした。
　アイルランドのハロウィンの伝統的なお菓子は、ドライフ
ルーツを入れたケーキ「バームブラック」です。中に油紙に
包んだ小物を仕込んでおいて、切り分けて当たった小物か
ら運勢を占います。指輪は結婚、コインはお金持ち、布の切
れ端は貧乏を意味するそうで、ホームパーティーなどで行っ
たら盛り上がりそうですよね。もちろん、狙うはコイン（＝お
金持ち）！！

今回は老若男女幅広い世代に普及されている、ゲーム
について解説したいと思います。ゲームとは、直訳では
勝負、または勝敗を決めること。守るべきルールがあ
り、環境または他人との相互作用を元に行なわれる活
動である。とされています。日本では和製英語として
「遊び」の意味で使用されることが多く。こちらを指して
解説をしていきます。一口にゲームと言っても現代で
は多種多様なゲームがあります、皆様が真っ先に思い
つくのはどんなゲームでしょうか？カードゲームや卓上
ゲームなどの対人ゲーム？それとも…（サブカルチャー
の世界をのぞこう！来月号に続く）

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

熱中し過ぎに注意！
魅惑のゲームワールド（上）

Writer  中村

面白い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、家で過ごす日々が多くな
りました、普段家では何をしてお過ごしで
すか？

YouTubeで動画を見ながら、おうちででき
るストレッチやトレーニングをしています。

面白そうですね、どのくらい続けてますか？

日によって頻度は変わりますが、やる気が
あれば毎日、なければ週2～3ぐらいで（笑）
10分～30分ぐらいのストレッチや運動を
しています！音楽に合わせて体を動かすの
が楽しいです♪

いいですね！最近では本格的なトレーニン
グもありますよね！

コロナが落ち着いたらジムに通うか、趣味で
ダンスを習ってみたいなぁと思っています！

ピアノとドラムの即興セッションをお楽しみいただけます

〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉

Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」

音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告

かなやまにじいろ 検 索

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

～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ 
New EraNew EraNew EraNew Era

● ブエノスアイレスの四季より 冬  /  A.ピアソラ
● エスクアロ  /  A.ピアソラ
● 現実との３分間  /  A.ピアソラ  ほか

２０２１年１０月２１日（木） １９:００開演
名古屋市音楽プラザ　1F音楽サロン

カルテット エクスプレシオン
1st Violin 水野 慎太郎 / 2nd Violin　 村越 久美子
Viola　　  祖父江 依子 / Violon cello  山田 真吾

申込方法などはちらし、または音楽プラザホームページでご確認ください。

日  時  ▶
会  場  ▶

出  演 プログラム

入場無料  /  要事前申込 ※10/5まで

当日のようすを
YouTubeに
公開します

１０月末ごろ（予定）

前回のサロンコンサートも公開中

出演 ： 犬飼 裕哉（ピアノ）  鈴木 豊大（ドラム）

今年度2回目のサロンコンサートは、カルテット エクスプレシオンによる情熱と若さ溢れ
る演奏をお届けします。なお、今回も新型コロナウイルス感染対策のため、ご来場の人数
に制限を設けさせていただいております。コンサートのようすは公式YouTubeチャンネ
ル「かなやまにじいろ」でも公開いたしますので、ぜひご自宅でもお楽しみください。
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19
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山

5 14～～

3 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
●TEL.052-339-0651
     　　　24時間

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

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

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

14 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

20％off

元日休業

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

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

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

4 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

年中無休

営業
時間

指定管理者 ： 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号　TEL.052-331-2141発行・編集

編 集 後 記 [Writer:迫田]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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先日、卵料理を作ろうと何気なく卵を割ったとこ
ろ、双子の卵に出会いました！写真で見かけた
り、話を聞いたりはしていましたが実際に見たこ
とはなかったので、うれしい気持ちになりました
♪思わず写真を撮りながら、なにかいいことが起
こりそうだな～と幸せな気持ちになった休日。
日々、小さな幸せを感じながら過ごしたいと思う
今日この頃です。

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

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

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT GUIDE 2021.10
※ 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 10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

10月1日(金) 10月1日(金)

◆ 点検日 10月12日（火）・25日（月） ◆ 点検日 10月4日（月）・18日（月）・25日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11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494回定期演奏会
創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

NON STYLE LIVE 2020・真
～あっというま～

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

小柳ゆき
LOST ANNIVERSARY TOUR 
~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

ゲッターズ飯田×Calmera
better fortune’n jazz 2021

CRAZY KEN BAND TOUR
好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021

音楽会
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吉本興業株式会社　東海支社
052-252-7250

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

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

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

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

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

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

建設業労働災害防止協会　愛知県支部
052-242-4441

金剛山歌劇団愛知公演2021実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

日本舞踊　内田流
052-853-0246

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

名古屋市立本城中学校
052-822-0120

前売4,300円／当日4,800円
お子さま優先エリア4,300円

全席指定：5,800円

全席指定：7,500円

全席指定：11,500円

全席指定：6,800円 

着席指定：7,500円

全席指定
一般：4,600円
学生：2,000円

全席指定：7,600円

関係者のみ

S指定席：5,000円
A指定席：3,000円

3,000円

全席指定：5,000円

関係者のみ

18:30～20:00

17:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

19:00～21:00

①14:30～未定
②18:00～未定

14:00～未定

17:00～未定

13:00～16:00

18:30～20:30

11:00～19:00

15:00～未定

9:00～11:55

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

山内惠介　五大都市コンサート2021

花まる学習会　代表　高濱正伸　講演会

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2021
～ re ～

Saucy Dog ワンマンライブ 全国ドッグラン!!
今度こそ、はじめてのホールツアー！

氷川きよし「You are you」
Release Tour 2021

ビッケブランカコンサート
FATE TOUR 2147

2021年度安全なまちづくり愛知県民大会

愛知県年金受給者協会「会員の集い」

名古屋二期会創立５０周年記念
名古屋二期会２０２１年定期オペラ公演
歌劇「魔笛」 

川中美幸コンサート

爆笑!お笑いエンタメライブ in名古屋
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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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

株式会社こうゆう　花まる学習会
052-726-9525

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
052-380-5416

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料

指定席：7,150円

指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ

無料
（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円

①14:30～未定
②18:00～未定
①14:30～未定
②18:00～未定

15:00～17:00

10:30～12:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～20:00

17:30～未定

14:00～14:30

13:00～15:00

18:30～21:30

14:00～17:00

15:00～17:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

〈 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 2021.10
※ 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 10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
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【日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ】

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
　・通　常／9：00～21：00　・施設点検日／9：00～17：30

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。

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

※当面の間、事前申込制に変更しております。
　詳しくはHPをご確認ください。
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抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11月分
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公演情報
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 ☎ 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494回定期演奏会
創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。
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MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

小柳ゆき
LOST ANNIVERSARY TOUR 
~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

ゲッターズ飯田×Calmera
better fortune’n jazz 2021

CRAZY KEN BAND TOUR
好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021
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①14:30～未定
②18:00～未定

14:00～未定

17:00～未定

13:00～16:00

18:30～20:30

11:00～19:00

15:00～未定

9:00～11:55

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

山内惠介　五大都市コンサート2021

花まる学習会　代表　高濱正伸　講演会

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2021
～ re ～

Saucy Dog ワンマンライブ 全国ドッグラン!!
今度こそ、はじめてのホールツアー！

氷川きよし「You are you」
Release Tour 2021

ビッケブランカコンサート
FATE TOUR 2147

2021年度安全なまちづくり愛知県民大会

愛知県年金受給者協会「会員の集い」

名古屋二期会創立５０周年記念
名古屋二期会２０２１年定期オペラ公演
歌劇「魔笛」 

川中美幸コンサート

爆笑!お笑いエンタメライブ in名古屋
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(土)

(木)

(日)

(月)

(火)
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(日)
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(土)

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

株式会社こうゆう　花まる学習会
052-726-9525

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
052-380-5416

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料

指定席：7,150円

指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ

無料
（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円

①14:30～未定
②18:00～未定
①14:30～未定
②18:00～未定

15:00～17:00

10:30～12:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～20:00

17:30～未定

14:00～14:30

13:00～15:00

18:30～21:30

14:00～17:00

15:00～17:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

〈 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 2021.10
※ 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 10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

10月1日(金) 10月1日(金)

◆ 点検日 10月12日（火）・25日（月） ◆ 点検日 10月4日（月）・18日（月）・25日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11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494回定期演奏会
創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

NON STYLE LIVE 2020・真
～あっというま～

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

小柳ゆき
LOST ANNIVERSARY TOUR 
~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

ゲッターズ飯田×Calmera
better fortune’n jazz 2021

CRAZY KEN BAND TOUR
好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021

音楽会
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吉本興業株式会社　東海支社
052-252-7250

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

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

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

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

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

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

建設業労働災害防止協会　愛知県支部
052-242-4441

金剛山歌劇団愛知公演2021実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

日本舞踊　内田流
052-853-0246

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

名古屋市立本城中学校
052-822-0120

前売4,300円／当日4,800円
お子さま優先エリア4,300円

全席指定：5,800円

全席指定：7,500円

全席指定：11,500円

全席指定：6,800円 

着席指定：7,500円

全席指定
一般：4,600円
学生：2,000円

全席指定：7,600円

関係者のみ

S指定席：5,000円
A指定席：3,000円

3,000円

全席指定：5,000円

関係者のみ

18:30～20:00

17:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

19:00～21:00

①14:30～未定
②18:00～未定

14:00～未定

17:00～未定

13:00～16:00

18:30～20:30

11:00～19:00

15:00～未定

9:00～11:55
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山内惠介　五大都市コンサート2021

花まる学習会　代表　高濱正伸　講演会

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2021
～ re ～

Saucy Dog ワンマンライブ 全国ドッグラン!!
今度こそ、はじめてのホールツアー！

氷川きよし「You are you」
Release Tour 2021

ビッケブランカコンサート
FATE TOUR 2147

2021年度安全なまちづくり愛知県民大会

愛知県年金受給者協会「会員の集い」

名古屋二期会創立５０周年記念
名古屋二期会２０２１年定期オペラ公演
歌劇「魔笛」 

川中美幸コンサート

爆笑!お笑いエンタメライブ in名古屋
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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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

株式会社こうゆう　花まる学習会
052-726-9525

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
052-380-5416

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料

指定席：7,150円

指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ

無料
（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円
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〈 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
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& NAGOYACITY MUSIC PLAZAINFORMATION

インフォメーション 10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

10月1日(金) 10月1日(金)

◆ 点検日 10月12日（火）・25日（月） ◆ 点検日 10月4日（月）・18日（月）・25日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11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494回定期演奏会
創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

NON STYLE LIVE 2020・真
～あっというま～

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

小柳ゆき
LOST ANNIVERSARY TOUR 
~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

ゲッターズ飯田×Calmera
better fortune’n jazz 2021

CRAZY KEN BAND TOUR
好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021
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吉本興業株式会社　東海支社
052-252-7250

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

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

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

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

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

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

建設業労働災害防止協会　愛知県支部
052-242-4441

金剛山歌劇団愛知公演2021実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

日本舞踊　内田流
052-853-0246

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

名古屋市立本城中学校
052-822-0120

前売4,300円／当日4,800円
お子さま優先エリア4,300円

全席指定：5,800円

全席指定：7,500円

全席指定：11,500円

全席指定：6,800円 

着席指定：7,500円

全席指定
一般：4,600円
学生：2,000円

全席指定：7,600円

関係者のみ

S指定席：5,000円
A指定席：3,000円

3,000円

全席指定：5,000円

関係者のみ

18:30～20:00

17:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

19:00～21:00

①14:30～未定
②18:00～未定

14:00～未定

17:00～未定

13:00～16:00

18:30～20:30

11:00～19:00

15:00～未定

9:00～11:55

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

山内惠介　五大都市コンサート2021

花まる学習会　代表　高濱正伸　講演会

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2021
～ re ～

Saucy Dog ワンマンライブ 全国ドッグラン!!
今度こそ、はじめてのホールツアー！

氷川きよし「You are you」
Release Tour 2021

ビッケブランカコンサート
FATE TOUR 2147

2021年度安全なまちづくり愛知県民大会

愛知県年金受給者協会「会員の集い」

名古屋二期会創立５０周年記念
名古屋二期会２０２１年定期オペラ公演
歌劇「魔笛」 

川中美幸コンサート

爆笑!お笑いエンタメライブ in名古屋
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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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

株式会社こうゆう　花まる学習会
052-726-9525

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
052-380-5416

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料

指定席：7,150円

指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ

無料
（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円

①14:30～未定
②18:00～未定
①14:30～未定
②18:00～未定

15:00～17:00

10:30～12:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～20:00

17:30～未定
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13:00～15:00

18:30～21:30

14:00～17:00
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①12:00～14:00
②15:30～17:30

〈 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 2021.10
※ 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 10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

10月1日(金) 10月1日(金)

◆ 点検日 10月12日（火）・25日（月） ◆ 点検日 10月4日（月）・18日（月）・25日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11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494回定期演奏会
創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。
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~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～
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好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021
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URL：www.sundayfolk.com

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
052-380-5416

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料

指定席：7,150円

指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ

無料
（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円

①14:30～未定
②18:00～未定
①14:30～未定
②18:00～未定

15:00～17:00

10:30～12:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～20:00

17:30～未定

14:00～14:30

13:00～15:00

18:30～21:30

14:00～17:00

15:00～17:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

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

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

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

NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年10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

　茶道や剣道にある「守破離」という言葉があります。師
匠や先生からの教えを学びながら言うことを守る、熟練
し自分の中に落とし込め、自分のやり方や考え方を意見
し、師匠や先生の教えから逸脱し破る、そして、自分が師
匠や先生と同じ立場で、離れてほかの人たちに自分が
学んできたことを教える。少し意味が変わっているかも
しれませんが、主に師弟関係、先生と生徒の関係ではこ
の「守破離」は古くから伝えられています。茶道や剣道以
外にも、伝統的な能や狂言、音楽や美術にも当たり前の
ようにあります。師匠も、前の師匠のもとで学んで、その
前も、その前もと教えを受け継いで、今の時代になって

もその流派や伝統は途絶えずに、形は違えども色濃く
残っていくのだと思います。大学生の時に、今でも胸に
刻んでいる言葉があります。指揮者になりたく、指揮法
の授業を受け持っていた先生に、弟子入りを申し出たの
です。残念ながら門前払いを食らい、相当落ち込んでい
たと思います、記憶が飛ぶくらい。そこで、先生から贈ら
れた言葉で、「人間死ぬまで勉強や、よく考えて、よく考
えて」と贈られました。ひたすらに音楽を勉強していた姿
が見える言葉を頂きました。卒業してこの言葉を胸に、
日々の仕事や生活と音楽とは別の面でも勉強し続ける
ことを心がけています。

師匠や先生に頂いた言葉
Writer  桶井

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！

ハロウィン [バームブラック]

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、迫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

　今やクリスマスに次ぐ一大イベントとなったハロウィンで
すが、元々は古代アイルランドのケルト人の秋の収穫を祝う
とともに、悪霊を追い払うお祭りでした。
　アイルランドのハロウィンの伝統的なお菓子は、ドライフ
ルーツを入れたケーキ「バームブラック」です。中に油紙に
包んだ小物を仕込んでおいて、切り分けて当たった小物か
ら運勢を占います。指輪は結婚、コインはお金持ち、布の切
れ端は貧乏を意味するそうで、ホームパーティーなどで行っ
たら盛り上がりそうですよね。もちろん、狙うはコイン（＝お
金持ち）！！

今回は老若男女幅広い世代に普及されている、ゲーム
について解説したいと思います。ゲームとは、直訳では
勝負、または勝敗を決めること。守るべきルールがあ
り、環境または他人との相互作用を元に行なわれる活
動である。とされています。日本では和製英語として
「遊び」の意味で使用されることが多く。こちらを指して
解説をしていきます。一口にゲームと言っても現代で
は多種多様なゲームがあります、皆様が真っ先に思い
つくのはどんなゲームでしょうか？カードゲームや卓上
ゲームなどの対人ゲーム？それとも…（サブカルチャー
の世界をのぞこう！来月号に続く）

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
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し
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ま
し
ょ
う

食
の

執筆:栗木

熱中し過ぎに注意！
魅惑のゲームワールド（上）

Writer  中村

面白い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、家で過ごす日々が多くな
りました、普段家では何をしてお過ごしで
すか？

YouTubeで動画を見ながら、おうちででき
るストレッチやトレーニングをしています。

面白そうですね、どのくらい続けてますか？

日によって頻度は変わりますが、やる気が
あれば毎日、なければ週2～3ぐらいで（笑）
10分～30分ぐらいのストレッチや運動を
しています！音楽に合わせて体を動かすの
が楽しいです♪

いいですね！最近では本格的なトレーニン
グもありますよね！

コロナが落ち着いたらジムに通うか、趣味で
ダンスを習ってみたいなぁと思っています！

ピアノとドラムの即興セッションをお楽しみいただけます

〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉

Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」

音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告

かなやまにじいろ 検 索

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

～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ 
New EraNew EraNew EraNew Era

● ブエノスアイレスの四季より 冬  /  A.ピアソラ
● エスクアロ  /  A.ピアソラ
● 現実との３分間  /  A.ピアソラ  ほか

２０２１年１０月２１日（木） １９:００開演
名古屋市音楽プラザ　1F音楽サロン

カルテット エクスプレシオン
1st Violin 水野 慎太郎 / 2nd Violin　 村越 久美子
Viola　　  祖父江 依子 / Violon cello  山田 真吾

申込方法などはちらし、または音楽プラザホームページでご確認ください。

日  時  ▶
会  場  ▶

出  演 プログラム

入場無料  /  要事前申込 ※10/5まで

当日のようすを
YouTubeに
公開します

１０月末ごろ（予定）

前回のサロンコンサートも公開中

出演 ： 犬飼 裕哉（ピアノ）  鈴木 豊大（ドラム）

今年度2回目のサロンコンサートは、カルテット エクスプレシオンによる情熱と若さ溢れ
る演奏をお届けします。なお、今回も新型コロナウイルス感染対策のため、ご来場の人数
に制限を設けさせていただいております。コンサートのようすは公式YouTubeチャンネ
ル「かなやまにじいろ」でも公開いたしますので、ぜひご自宅でもお楽しみください。
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山

5 14～～

3 ファミリーマート 名古屋金山二丁目店
金山2-8-4　エスポア金山1Ｆ 
●TEL.052-339-0651
     　　　24時間

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

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

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

13 Zoff 〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

14 ELECOM 〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

20％off

元日休業

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

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

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

4 とん焼き 串カツ あたり屋
金山1-13-7 ヒノデビル1階  ●TEL.052-331-5626
　　　[平日] 17：00～24：00
　　　[土日] 16：00～24：00

串カツ1本100円を
50円

年中無休

営業
時間

指定管理者 ： 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市中区金山一丁目5番1号　TEL.052-331-2141発行・編集

編 集 後 記 [Writer:迫田]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 10066VOL.
2021

先日、卵料理を作ろうと何気なく卵を割ったとこ
ろ、双子の卵に出会いました！写真で見かけた
り、話を聞いたりはしていましたが実際に見たこ
とはなかったので、うれしい気持ちになりました
♪思わず写真を撮りながら、なにかいいことが起
こりそうだな～と幸せな気持ちになった休日。
日々、小さな幸せを感じながら過ごしたいと思う
今日この頃です。

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

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

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT GUIDE 2021.10
※ 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 10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

10月1日(金) 10月1日(金)

◆ 点検日 10月12日（火）・25日（月） ◆ 点検日 10月4日（月）・18日（月）・25日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11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494回定期演奏会
創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

NON STYLE LIVE 2020・真
～あっというま～

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

小柳ゆき
LOST ANNIVERSARY TOUR 
~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

ゲッターズ飯田×Calmera
better fortune’n jazz 2021

CRAZY KEN BAND TOUR
好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021

音楽会
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吉本興業株式会社　東海支社
052-252-7250

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

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

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

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

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

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

建設業労働災害防止協会　愛知県支部
052-242-4441

金剛山歌劇団愛知公演2021実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

日本舞踊　内田流
052-853-0246

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

名古屋市立本城中学校
052-822-0120

前売4,300円／当日4,800円
お子さま優先エリア4,300円

全席指定：5,800円

全席指定：7,500円

全席指定：11,500円

全席指定：6,800円 

着席指定：7,500円

全席指定
一般：4,600円
学生：2,000円

全席指定：7,600円

関係者のみ

S指定席：5,000円
A指定席：3,000円

3,000円

全席指定：5,000円

関係者のみ

18:30～20:00

17:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

19:00～21:00

①14:30～未定
②18:00～未定

14:00～未定

17:00～未定

13:00～16:00

18:30～20:30

11:00～19:00

15:00～未定

9:00～11:55

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

山内惠介　五大都市コンサート2021

花まる学習会　代表　高濱正伸　講演会

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2021
～ re ～

Saucy Dog ワンマンライブ 全国ドッグラン!!
今度こそ、はじめてのホールツアー！

氷川きよし「You are you」
Release Tour 2021

ビッケブランカコンサート
FATE TOUR 2147

2021年度安全なまちづくり愛知県民大会

愛知県年金受給者協会「会員の集い」

名古屋二期会創立５０周年記念
名古屋二期会２０２１年定期オペラ公演
歌劇「魔笛」 

川中美幸コンサート

爆笑!お笑いエンタメライブ in名古屋
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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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

株式会社こうゆう　花まる学習会
052-726-9525

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
052-380-5416

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料

指定席：7,150円

指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ

無料
（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円

①14:30～未定
②18:00～未定
①14:30～未定
②18:00～未定

15:00～17:00

10:30～12:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～20:00

17:30～未定

14:00～14:30

13:00～15:00

18:30～21:30

14:00～17:00

15:00～17:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

〈 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 2021.10
※ 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 10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

10月1日(金) 10月1日(金)

◆ 点検日 10月12日（火）・25日（月） ◆ 点検日 10月4日（月）・18日（月）・25日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11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
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創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。
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小柳ゆき
LOST ANNIVERSARY TOUR 
~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

ゲッターズ飯田×Calmera
better fortune’n jazz 2021

CRAZY KEN BAND TOUR
好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021

音楽会
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日本舞踊　内田流
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Release Tour 2021

ビッケブランカコンサート
FATE TOUR 2147

2021年度安全なまちづくり愛知県民大会
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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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

株式会社こうゆう　花まる学習会
052-726-9525

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
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MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
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（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料
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指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ
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（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円

①14:30～未定
②18:00～未定
①14:30～未定
②18:00～未定

15:00～17:00

10:30～12:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～20:00

17:30～未定

14:00～14:30

13:00～15:00

18:30～21:30

14:00～17:00

15:00～17:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

〈 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10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

　茶道や剣道にある「守破離」という言葉があります。師
匠や先生からの教えを学びながら言うことを守る、熟練
し自分の中に落とし込め、自分のやり方や考え方を意見
し、師匠や先生の教えから逸脱し破る、そして、自分が師
匠や先生と同じ立場で、離れてほかの人たちに自分が
学んできたことを教える。少し意味が変わっているかも
しれませんが、主に師弟関係、先生と生徒の関係ではこ
の「守破離」は古くから伝えられています。茶道や剣道以
外にも、伝統的な能や狂言、音楽や美術にも当たり前の
ようにあります。師匠も、前の師匠のもとで学んで、その
前も、その前もと教えを受け継いで、今の時代になって

もその流派や伝統は途絶えずに、形は違えども色濃く
残っていくのだと思います。大学生の時に、今でも胸に
刻んでいる言葉があります。指揮者になりたく、指揮法
の授業を受け持っていた先生に、弟子入りを申し出たの
です。残念ながら門前払いを食らい、相当落ち込んでい
たと思います、記憶が飛ぶくらい。そこで、先生から贈ら
れた言葉で、「人間死ぬまで勉強や、よく考えて、よく考
えて」と贈られました。ひたすらに音楽を勉強していた姿
が見える言葉を頂きました。卒業してこの言葉を胸に、
日々の仕事や生活と音楽とは別の面でも勉強し続ける
ことを心がけています。

師匠や先生に頂いた言葉
Writer  桶井

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！

ハロウィン [バームブラック]

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、迫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

　今やクリスマスに次ぐ一大イベントとなったハロウィンで
すが、元々は古代アイルランドのケルト人の秋の収穫を祝う
とともに、悪霊を追い払うお祭りでした。
　アイルランドのハロウィンの伝統的なお菓子は、ドライフ
ルーツを入れたケーキ「バームブラック」です。中に油紙に
包んだ小物を仕込んでおいて、切り分けて当たった小物か
ら運勢を占います。指輪は結婚、コインはお金持ち、布の切
れ端は貧乏を意味するそうで、ホームパーティーなどで行っ
たら盛り上がりそうですよね。もちろん、狙うはコイン（＝お
金持ち）！！

今回は老若男女幅広い世代に普及されている、ゲーム
について解説したいと思います。ゲームとは、直訳では
勝負、または勝敗を決めること。守るべきルールがあ
り、環境または他人との相互作用を元に行なわれる活
動である。とされています。日本では和製英語として
「遊び」の意味で使用されることが多く。こちらを指して
解説をしていきます。一口にゲームと言っても現代で
は多種多様なゲームがあります、皆様が真っ先に思い
つくのはどんなゲームでしょうか？カードゲームや卓上
ゲームなどの対人ゲーム？それとも…（サブカルチャー
の世界をのぞこう！来月号に続く）

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
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楽
し
み
ま
し
ょ
う

食
の

執筆:栗木

熱中し過ぎに注意！
魅惑のゲームワールド（上）

Writer  中村

面白い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、家で過ごす日々が多くな
りました、普段家では何をしてお過ごしで
すか？

YouTubeで動画を見ながら、おうちででき
るストレッチやトレーニングをしています。

面白そうですね、どのくらい続けてますか？

日によって頻度は変わりますが、やる気が
あれば毎日、なければ週2～3ぐらいで（笑）
10分～30分ぐらいのストレッチや運動を
しています！音楽に合わせて体を動かすの
が楽しいです♪

いいですね！最近では本格的なトレーニン
グもありますよね！

コロナが落ち着いたらジムに通うか、趣味で
ダンスを習ってみたいなぁと思っています！

ピアノとドラムの即興セッションをお楽しみいただけます

〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉〈 Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽 〉

Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」Vol.1「即興・いま、ここで生まれる音楽」

音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告音楽プラザサロンコンサート 開催予告

かなやまにじいろ 検 索

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

～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ 
New EraNew EraNew EraNew Era

● ブエノスアイレスの四季より 冬  /  A.ピアソラ
● エスクアロ  /  A.ピアソラ
● 現実との３分間  /  A.ピアソラ  ほか

２０２１年１０月２１日（木） １９:００開演
名古屋市音楽プラザ　1F音楽サロン

カルテット エクスプレシオン
1st Violin 水野 慎太郎 / 2nd Violin　 村越 久美子
Viola　　  祖父江 依子 / Violon cello  山田 真吾

申込方法などはちらし、または音楽プラザホームページでご確認ください。

日  時  ▶
会  場  ▶

出  演 プログラム

入場無料  /  要事前申込 ※10/5まで

当日のようすを
YouTubeに
公開します

１０月末ごろ（予定）

前回のサロンコンサートも公開中

出演 ： 犬飼 裕哉（ピアノ）  鈴木 豊大（ドラム）

今年度2回目のサロンコンサートは、カルテット エクスプレシオンによる情熱と若さ溢れ
る演奏をお届けします。なお、今回も新型コロナウイルス感染対策のため、ご来場の人数
に制限を設けさせていただいております。コンサートのようすは公式YouTubeチャンネ
ル「かなやまにじいろ」でも公開いたしますので、ぜひご自宅でもお楽しみください。
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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:迫田]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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先日、卵料理を作ろうと何気なく卵を割ったとこ
ろ、双子の卵に出会いました！写真で見かけた
り、話を聞いたりはしていましたが実際に見たこ
とはなかったので、うれしい気持ちになりました
♪思わず写真を撮りながら、なにかいいことが起
こりそうだな～と幸せな気持ちになった休日。
日々、小さな幸せを感じながら過ごしたいと思う
今日この頃です。

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

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

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

EVENT GUIDE 2021.10
※ 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 10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

10月1日(金) 10月1日(金)

◆ 点検日 10月12日（火）・25日（月） ◆ 点検日 10月4日（月）・18日（月）・25日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 11月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2021年（令和3年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 1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 ▶ 2022年（令和4年） 1月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 11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494回定期演奏会
創立55周年記念「スペシャリティ」シリーズ＜大植英次のバーンスタイン＞

◆ 会　 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール ◆ チケット ： S席：￥6,400～D席：￥2,200 ほか

［ 2021年10月8日(金）18:45開演／9日(土）16:00開演 ］

9月15日現在

9月15日現在

▶指揮
▶ヴァイオリン
▶プログラム

大植英次
渡辺玲子*
・バーンスタイン：ミュージカル『キャンディード』序曲
・バーンスタイン：セレナード ̶ ヴァイオリン独奏、弦楽、ハープと打楽器のための（プラトンの『饗宴』による）*
・バルトーク：管弦楽のための協奏曲 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】

10/21 （木） 19：00 音楽プラザ主催／New Era ～新しい音を求めて～ Vol.2 タンゴの革命・ピアソラの音楽
※要事前申込 詳しくは、表面のにじいろTOPICSをご参照ください。

NON STYLE LIVE 2020・真
～あっというま～

MYSTERY NIGHT TOUR 2021
稲川淳二の怪談ナイト

小柳ゆき
LOST ANNIVERSARY TOUR 
~SPHERE 球宇宙 2021~

ミュージカル「DOGFIGHT」

来生たかお
45th Anniversary Concert Tour 2021
～Acoustic Tracks～

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

ゲッターズ飯田×Calmera
better fortune’n jazz 2021

CRAZY KEN BAND TOUR
好きなんだよ 2021-2022 
Presented by NISHIHARA SHOKAI

第５７回愛知県建設業労働災害防止大会

金剛山歌劇団2021愛知アンサンブル公演

日本舞踊　内田会

古舘伊知郎　トーキングブルース2021

音楽会

1

2

3

6

8

9

16

17

20

21

23

24

29

(金)

(土)

(日)

(水)

(金)

(土)

(土)

(日)

(水)

(木)

(土)

(日)

(金)

吉本興業株式会社　東海支社
052-252-7250

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

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

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

中京テレビ放送
（問）中京テレビ事業
052-588-4477 
11:00～17:00(土日祝日休業)

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

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

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

建設業労働災害防止協会　愛知県支部
052-242-4441

金剛山歌劇団愛知公演2021実行委員会
（問）金剛山歌劇団 お問合わせ事務局
052-618-7771

日本舞踊　内田流
052-853-0246

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

名古屋市立本城中学校
052-822-0120

前売4,300円／当日4,800円
お子さま優先エリア4,300円

全席指定：5,800円

全席指定：7,500円

全席指定：11,500円

全席指定：6,800円 

着席指定：7,500円

全席指定
一般：4,600円
学生：2,000円

全席指定：7,600円

関係者のみ

S指定席：5,000円
A指定席：3,000円

3,000円

全席指定：5,000円

関係者のみ

18:30～20:00

17:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

19:00～21:00

①14:30～未定
②18:00～未定

14:00～未定

17:00～未定

13:00～16:00

18:30～20:30

11:00～19:00

15:00～未定

9:00～11:55

Hello! Project 2021 秋 「続・花鳥風月」

山内惠介　五大都市コンサート2021

花まる学習会　代表　高濱正伸　講演会

SAYAKA YAMAMOTO TOUR 2021
～ re ～

Saucy Dog ワンマンライブ 全国ドッグラン!!
今度こそ、はじめてのホールツアー！

氷川きよし「You are you」
Release Tour 2021

ビッケブランカコンサート
FATE TOUR 2147

2021年度安全なまちづくり愛知県民大会

愛知県年金受給者協会「会員の集い」

名古屋二期会創立５０周年記念
名古屋二期会２０２１年定期オペラ公演
歌劇「魔笛」 

川中美幸コンサート

爆笑!お笑いエンタメライブ in名古屋
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(土)

(日)

(火)

(木)

(金)

(土)

(木)

(日)

(月)

(火)

(土)

(日)

(水)

(土)

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

株式会社こうゆう　花まる学習会
052-726-9525

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

東海ラジオ放送事業部
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

愛知県／愛知県警察／愛知県防犯協会連合会
暴力追放愛知県民会議／名古屋市
052-954-6176

愛知県年金受給者協会
052-332-5244

一般社団法人名古屋二期会
052-380-5416

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

着席指定：7,500円

全席指定：8,000円

無料

指定席：7,150円

指定席：4,800円

全席指定：9,500円

座席指定：6,000円

関係者のみ

無料
（会員のみ入場可）

S席：12,000円　A席：9,500円
B席：8,000円　 C席：6,000円
U-25席：3,000円　Y-18席：2,000円
車いす席：8,000円

S席：6,800円
A席：6,300円

全席指定：4,500円

①14:30～未定
②18:00～未定
①14:30～未定
②18:00～未定

15:00～17:00

10:30～12:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～20:00

17:30～未定

14:00～14:30

13:00～15:00

18:30～21:30

14:00～17:00

15:00～17:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

〈 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


