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サービスご利用の際は「中面下のクーポン券」を
切り取って各店舗にご提示ください。

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください
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　趣味の深夜ラジオを聞いていたら世阿弥の『風姿花
伝』の話が出てきて、気になったので読んでみました。
『風姿花伝』は、世阿弥が子孫に伝承するために書いた
能の理論書です。世阿弥の理想とする能とは何か、さら
には演劇論、芸術論、美学などの内容で、能を見たこと
がない私でも理解できて勉強にもなりました。子孫に向
けた秘伝の書が、時を超えて能役者以外にも広く読み
継がれている理由が分かりましたし、これを600年以上
も前に書き上げたなんて、驚きです。
　世阿弥は室町時代に父観阿弥とともに能を大成した
人物で、当時の室町将軍足利義満が超強力なパトロン

として彼らを支えました。晩年はとても不遇だったそう
で、当時の将軍義教による弾圧を受け、佐渡に流刑され
た後にひっそりと亡くなったそうです。しかし佐渡には能
の文化が庶民にも広く根付いていて、それは世阿弥が
最期まで能楽師としての生涯を全うした証だと思いま
す。世阿弥は『風姿花伝』において「衆人愛敬（大衆に愛
されてこその一座）」と説いていますが、まさしくそれを
実践していたんだなぁと感じました。
　この秋は能を実際に見に行こうと思っているのと、コ
ロナが落ち着いたら世阿弥ゆかりの地を巡る佐渡の旅
にも行ってみたいです。

世阿弥『風姿花伝』
Writer  栁田

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！

晩秋 ［銀杏］

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、丹羽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

　紅葉の季節ともなると黄色く色づくイチョウの樹。起源は
古く2億5千万年前の恐竜が生きた時代から生息しており、
まさに「生きた化石」の名にふさわしい樹木です。
　イチョウの実である銀杏は、ビタミンCが豊富に含まれて
いるため風邪の予防効果、漢方では咳止めとして利用され
るなど、寒さが増すこの季節にうってつけの食材。季節の旬
の物をいただくのは、理にかなったことなのですね。少々ク
セがあるために好き嫌いが分かれますが、私は茶碗蒸しの
底に翡翠色の姿を見つけるとテンションが上がります。

一人でじっくりやるのもよし、大人数でわいわいやるの
も楽しいコンシューマーゲーム（家庭用ゲーム）？あるい
はスマホがあれば簡単にダウンロード・プレイできるス
マホゲームでしょうか。昨今は足が遠のきがちですが
ゲームセンターにあるクレーンゲームやアーケ―ドゲー
ムもメジャーなゲームと言えるでしょう。これだけ多種多
様なゲームがあるのですから皆様の琴線に触れるもの
がきっとあるでしょう！ただし、何事も熱中し過ぎにはご
注意を…。ちなみに私のおススメはパソコンで出来る無
料のゲーム（フリーゲーム）です！無料とは思えないほど
作りこまれていて熱中間違いなし！です

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（下）

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？

密を避ける為にジムへ通う事を控えていた
ので、気分転換も兼ねて外をランニングす
ることが多くなりました。景色も楽しめて
清々しい気分になります。特に川沿いの道
が走っていて気持ち良いですね。

いいですね！どのくらいやりますか？

ランニングとダッシュを合わせて90分ほど
ですね。コンディションが良いと、ダッシュ
の割合が増えます。この割合が体調のバロ
メーターになっています。前日に夕飯を食
べ過ぎるとほぼ徒歩オンリーです。

なるほど！また外に出てランニングするの
も楽しそうですね！

以前あった店がなくなっていたり、逆に新し
い店舗ができていたりと、車では素通りし
てしまう場所に新たな発見があるのは楽し
みの一つです。

〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪

芸術の秋芸術の秋芸術の秋芸術の秋

芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋など「〇〇の
秋」とついたワードはいくつもありますが、このように広まっ
た由来をご存じですか？今月は、そういった「〇〇の秋」と言

われるようになった由来をご紹介します！市民会館には、人
間国宝・文化勲章級の芸術家作品がいくつもちりばめられ
ています。数多くある芸術作品の一部をお楽しみください♪

1918年に文芸雑誌の中で記
載されたことがきっかけとされ
ています。また、秋には展覧会
の開催も多くあり、制作活動が
活発に行われることも由来の1
つとされています。

読書の秋読書の秋読書の秋読書の秋
夜の時間が長く、暑さも和らい
だ涼しい秋は、読書するには
ぴったりの季節とされていま
す。秋の長夜にちなんだ中国の
詩“灯火親しむべし”が由来と
されています。

スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋
スポーツ向きの気候なのに加
え、1964年東京オリンピック
開会式の10月10日が「体育の
日」と制定されたことで、スポー
ツを楽しもう！と広く呼びかけら
れるようになりました。

食欲の秋食欲の秋食欲の秋食欲の秋
多くの食材が旬を迎える秋は、
おいしいものが増えるので食
欲が増します。これは、寒い冬
に向けてエネルギーを蓄えよう
とする人間の本能の影響なん
だとか。

音楽プラザサロンコンサート音楽プラザサロンコンサート
 第３回開催予告 第３回開催予告～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年度3回目のサロンコンサート
は、クラリネットとアコーディオンに
よる演奏をお届けします。なお、今
回もコンサートのようすを公式
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。

日時 ▶ ２０２１年１２月１６日（木）
　　　　１９:００開演（１８:３０開場）
会場 ▶ 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン
出演 ▶ クラリネット： 中村 由加里
　　　  アコーディオン： 橘川 宗明
料金 ▶ 入場無料/要事前申込

［フォレストホール ホワイエ］
バルセロナ風景／広生 繁生

［ビレッジホール ホワイエ］
啐啄／加藤 重高

［共用ロビー2F］
心象石化／麻生 秀穂

動画公開予定日：１２月２３日（木）～

※申込方法などは、11月下旬頃配布開始のちらし、
　または音楽プラザホームページでご確認ください。

※フォレストホール内 大理石レリーフ作品の一部
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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:中村]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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個人的な秋の風物詩の１つであるのが河川敷に群生して咲く鮮やかな赤
い花、曼珠沙華。別名を彼岸花。咲く時期は短く、既に散ってしまってはい
ますが涼しくなってきた空気と共に河川敷の他にもぽつぽつと咲き始め
る彼岸花を見るとあぁ秋が来たなとしみじみ思います。ところでそんな
彼岸花、先程赤い花と申し上げましたし一番目にするのは鮮烈な赤い花
ですが実は白や黄色の花もあります。一面真っ赤な河川敷もとても綺麗
ですが、真っ白な様子もそれはそれで見てみたいものです。
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が走っていて気持ち良いですね。

いいですね！どのくらいやりますか？

ランニングとダッシュを合わせて90分ほど
ですね。コンディションが良いと、ダッシュ
の割合が増えます。この割合が体調のバロ
メーターになっています。前日に夕飯を食
べ過ぎるとほぼ徒歩オンリーです。

なるほど！また外に出てランニングするの
も楽しそうですね！

以前あった店がなくなっていたり、逆に新し
い店舗ができていたりと、車では素通りし
てしまう場所に新たな発見があるのは楽し
みの一つです。

〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪

芸術の秋芸術の秋芸術の秋芸術の秋

芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋など「〇〇の
秋」とついたワードはいくつもありますが、このように広まっ
た由来をご存じですか？今月は、そういった「〇〇の秋」と言

われるようになった由来をご紹介します！市民会館には、人
間国宝・文化勲章級の芸術家作品がいくつもちりばめられ
ています。数多くある芸術作品の一部をお楽しみください♪

1918年に文芸雑誌の中で記
載されたことがきっかけとされ
ています。また、秋には展覧会
の開催も多くあり、制作活動が
活発に行われることも由来の1
つとされています。

読書の秋読書の秋読書の秋読書の秋
夜の時間が長く、暑さも和らい
だ涼しい秋は、読書するには
ぴったりの季節とされていま
す。秋の長夜にちなんだ中国の
詩“灯火親しむべし”が由来と
されています。

スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋
スポーツ向きの気候なのに加
え、1964年東京オリンピック
開会式の10月10日が「体育の
日」と制定されたことで、スポー
ツを楽しもう！と広く呼びかけら
れるようになりました。

食欲の秋食欲の秋食欲の秋食欲の秋
多くの食材が旬を迎える秋は、
おいしいものが増えるので食
欲が増します。これは、寒い冬
に向けてエネルギーを蓄えよう
とする人間の本能の影響なん
だとか。

音楽プラザサロンコンサート音楽プラザサロンコンサート
 第３回開催予告 第３回開催予告～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年度3回目のサロンコンサート
は、クラリネットとアコーディオンに
よる演奏をお届けします。なお、今
回もコンサートのようすを公式
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。

日時 ▶ ２０２１年１２月１６日（木）
　　　　１９:００開演（１８:３０開場）
会場 ▶ 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン
出演 ▶ クラリネット： 中村 由加里
　　　  アコーディオン： 橘川 宗明
料金 ▶ 入場無料/要事前申込

［フォレストホール ホワイエ］
バルセロナ風景／広生 繁生

［ビレッジホール ホワイエ］
啐啄／加藤 重高

［共用ロビー2F］
心象石化／麻生 秀穂

動画公開予定日：１２月２３日（木）～

※申込方法などは、11月下旬頃配布開始のちらし、
　または音楽プラザホームページでご確認ください。

※フォレストホール内 大理石レリーフ作品の一部
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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
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営業時間

12 TIME BOX 〔時計、ステーショナリー〕
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アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より5％OFF
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10％OFF
(その他割引と併用不可)
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営業時間
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アスナル金山1F　●TEL.052-339-5586
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営業時間
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アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
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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〕
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ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

串カツ1本100円を
50円

年中無休

営業
時間

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

編 集 後 記 [Writer:中村]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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個人的な秋の風物詩の１つであるのが河川敷に群生して咲く鮮やかな赤
い花、曼珠沙華。別名を彼岸花。咲く時期は短く、既に散ってしまってはい
ますが涼しくなってきた空気と共に河川敷の他にもぽつぽつと咲き始め
る彼岸花を見るとあぁ秋が来たなとしみじみ思います。ところでそんな
彼岸花、先程赤い花と申し上げましたし一番目にするのは鮮烈な赤い花
ですが実は白や黄色の花もあります。一面真っ赤な河川敷もとても綺麗
ですが、真っ白な様子もそれはそれで見てみたいものです。

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



11
067VOL.

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11月末日迄
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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

　趣味の深夜ラジオを聞いていたら世阿弥の『風姿花
伝』の話が出てきて、気になったので読んでみました。
『風姿花伝』は、世阿弥が子孫に伝承するために書いた
能の理論書です。世阿弥の理想とする能とは何か、さら
には演劇論、芸術論、美学などの内容で、能を見たこと
がない私でも理解できて勉強にもなりました。子孫に向
けた秘伝の書が、時を超えて能役者以外にも広く読み
継がれている理由が分かりましたし、これを600年以上
も前に書き上げたなんて、驚きです。
　世阿弥は室町時代に父観阿弥とともに能を大成した
人物で、当時の室町将軍足利義満が超強力なパトロン

として彼らを支えました。晩年はとても不遇だったそう
で、当時の将軍義教による弾圧を受け、佐渡に流刑され
た後にひっそりと亡くなったそうです。しかし佐渡には能
の文化が庶民にも広く根付いていて、それは世阿弥が
最期まで能楽師としての生涯を全うした証だと思いま
す。世阿弥は『風姿花伝』において「衆人愛敬（大衆に愛
されてこその一座）」と説いていますが、まさしくそれを
実践していたんだなぁと感じました。
　この秋は能を実際に見に行こうと思っているのと、コ
ロナが落ち着いたら世阿弥ゆかりの地を巡る佐渡の旅
にも行ってみたいです。

世阿弥『風姿花伝』
Writer  栁田
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サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

晩秋 ［銀杏］

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、丹羽さんに取材してきました！
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古く2億5千万年前の恐竜が生きた時代から生息しており、
まさに「生きた化石」の名にふさわしい樹木です。
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いるため風邪の予防効果、漢方では咳止めとして利用され
るなど、寒さが増すこの季節にうってつけの食材。季節の旬
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も楽しいコンシューマーゲーム（家庭用ゲーム）？あるい
はスマホがあれば簡単にダウンロード・プレイできるス
マホゲームでしょうか。昨今は足が遠のきがちですが
ゲームセンターにあるクレーンゲームやアーケ―ドゲー
ムもメジャーなゲームと言えるでしょう。これだけ多種多
様なゲームがあるのですから皆様の琴線に触れるもの
がきっとあるでしょう！ただし、何事も熱中し過ぎにはご
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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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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:中村]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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個人的な秋の風物詩の１つであるのが河川敷に群生して咲く鮮やかな赤
い花、曼珠沙華。別名を彼岸花。咲く時期は短く、既に散ってしまってはい
ますが涼しくなってきた空気と共に河川敷の他にもぽつぽつと咲き始め
る彼岸花を見るとあぁ秋が来たなとしみじみ思います。ところでそんな
彼岸花、先程赤い花と申し上げましたし一番目にするのは鮮烈な赤い花
ですが実は白や黄色の花もあります。一面真っ赤な河川敷もとても綺麗
ですが、真っ白な様子もそれはそれで見てみたいものです。

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年11月末日迄
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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

　趣味の深夜ラジオを聞いていたら世阿弥の『風姿花
伝』の話が出てきて、気になったので読んでみました。
『風姿花伝』は、世阿弥が子孫に伝承するために書いた
能の理論書です。世阿弥の理想とする能とは何か、さら
には演劇論、芸術論、美学などの内容で、能を見たこと
がない私でも理解できて勉強にもなりました。子孫に向
けた秘伝の書が、時を超えて能役者以外にも広く読み
継がれている理由が分かりましたし、これを600年以上
も前に書き上げたなんて、驚きです。
　世阿弥は室町時代に父観阿弥とともに能を大成した
人物で、当時の室町将軍足利義満が超強力なパトロン

として彼らを支えました。晩年はとても不遇だったそう
で、当時の将軍義教による弾圧を受け、佐渡に流刑され
た後にひっそりと亡くなったそうです。しかし佐渡には能
の文化が庶民にも広く根付いていて、それは世阿弥が
最期まで能楽師としての生涯を全うした証だと思いま
す。世阿弥は『風姿花伝』において「衆人愛敬（大衆に愛
されてこその一座）」と説いていますが、まさしくそれを
実践していたんだなぁと感じました。
　この秋は能を実際に見に行こうと思っているのと、コ
ロナが落ち着いたら世阿弥ゆかりの地を巡る佐渡の旅
にも行ってみたいです。

世阿弥『風姿花伝』
Writer  栁田

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！

晩秋 ［銀杏］

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、丹羽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

　紅葉の季節ともなると黄色く色づくイチョウの樹。起源は
古く2億5千万年前の恐竜が生きた時代から生息しており、
まさに「生きた化石」の名にふさわしい樹木です。
　イチョウの実である銀杏は、ビタミンCが豊富に含まれて
いるため風邪の予防効果、漢方では咳止めとして利用され
るなど、寒さが増すこの季節にうってつけの食材。季節の旬
の物をいただくのは、理にかなったことなのですね。少々ク
セがあるために好き嫌いが分かれますが、私は茶碗蒸しの
底に翡翠色の姿を見つけるとテンションが上がります。

一人でじっくりやるのもよし、大人数でわいわいやるの
も楽しいコンシューマーゲーム（家庭用ゲーム）？あるい
はスマホがあれば簡単にダウンロード・プレイできるス
マホゲームでしょうか。昨今は足が遠のきがちですが
ゲームセンターにあるクレーンゲームやアーケ―ドゲー
ムもメジャーなゲームと言えるでしょう。これだけ多種多
様なゲームがあるのですから皆様の琴線に触れるもの
がきっとあるでしょう！ただし、何事も熱中し過ぎにはご
注意を…。ちなみに私のおススメはパソコンで出来る無
料のゲーム（フリーゲーム）です！無料とは思えないほど
作りこまれていて熱中間違いなし！です

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

催
時記
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執筆:栗木

熱中し過ぎに注意！
魅惑のゲームワールド（下）

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？

密を避ける為にジムへ通う事を控えていた
ので、気分転換も兼ねて外をランニングす
ることが多くなりました。景色も楽しめて
清々しい気分になります。特に川沿いの道
が走っていて気持ち良いですね。

いいですね！どのくらいやりますか？

ランニングとダッシュを合わせて90分ほど
ですね。コンディションが良いと、ダッシュ
の割合が増えます。この割合が体調のバロ
メーターになっています。前日に夕飯を食
べ過ぎるとほぼ徒歩オンリーです。

なるほど！また外に出てランニングするの
も楽しそうですね！

以前あった店がなくなっていたり、逆に新し
い店舗ができていたりと、車では素通りし
てしまう場所に新たな発見があるのは楽し
みの一つです。

〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪

芸術の秋芸術の秋芸術の秋芸術の秋

芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋など「〇〇の
秋」とついたワードはいくつもありますが、このように広まっ
た由来をご存じですか？今月は、そういった「〇〇の秋」と言

われるようになった由来をご紹介します！市民会館には、人
間国宝・文化勲章級の芸術家作品がいくつもちりばめられ
ています。数多くある芸術作品の一部をお楽しみください♪

1918年に文芸雑誌の中で記
載されたことがきっかけとされ
ています。また、秋には展覧会
の開催も多くあり、制作活動が
活発に行われることも由来の1
つとされています。

読書の秋読書の秋読書の秋読書の秋
夜の時間が長く、暑さも和らい
だ涼しい秋は、読書するには
ぴったりの季節とされていま
す。秋の長夜にちなんだ中国の
詩“灯火親しむべし”が由来と
されています。

スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋
スポーツ向きの気候なのに加
え、1964年東京オリンピック
開会式の10月10日が「体育の
日」と制定されたことで、スポー
ツを楽しもう！と広く呼びかけら
れるようになりました。

食欲の秋食欲の秋食欲の秋食欲の秋
多くの食材が旬を迎える秋は、
おいしいものが増えるので食
欲が増します。これは、寒い冬
に向けてエネルギーを蓄えよう
とする人間の本能の影響なん
だとか。

音楽プラザサロンコンサート音楽プラザサロンコンサート
 第３回開催予告 第３回開催予告～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年度3回目のサロンコンサート
は、クラリネットとアコーディオンに
よる演奏をお届けします。なお、今
回もコンサートのようすを公式
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。

日時 ▶ ２０２１年１２月１６日（木）
　　　　１９:００開演（１８:３０開場）
会場 ▶ 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン
出演 ▶ クラリネット： 中村 由加里
　　　  アコーディオン： 橘川 宗明
料金 ▶ 入場無料/要事前申込

［フォレストホール ホワイエ］
バルセロナ風景／広生 繁生

［ビレッジホール ホワイエ］
啐啄／加藤 重高

［共用ロビー2F］
心象石化／麻生 秀穂

動画公開予定日：１２月２３日（木）～

※申込方法などは、11月下旬頃配布開始のちらし、
　または音楽プラザホームページでご確認ください。

※フォレストホール内 大理石レリーフ作品の一部
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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
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※11:00～14:00
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※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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」
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10

11

17

18

20

21

22

23

26

27

28

(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち
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29

(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年11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

　趣味の深夜ラジオを聞いていたら世阿弥の『風姿花
伝』の話が出てきて、気になったので読んでみました。
『風姿花伝』は、世阿弥が子孫に伝承するために書いた
能の理論書です。世阿弥の理想とする能とは何か、さら
には演劇論、芸術論、美学などの内容で、能を見たこと
がない私でも理解できて勉強にもなりました。子孫に向
けた秘伝の書が、時を超えて能役者以外にも広く読み
継がれている理由が分かりましたし、これを600年以上
も前に書き上げたなんて、驚きです。
　世阿弥は室町時代に父観阿弥とともに能を大成した
人物で、当時の室町将軍足利義満が超強力なパトロン

として彼らを支えました。晩年はとても不遇だったそう
で、当時の将軍義教による弾圧を受け、佐渡に流刑され
た後にひっそりと亡くなったそうです。しかし佐渡には能
の文化が庶民にも広く根付いていて、それは世阿弥が
最期まで能楽師としての生涯を全うした証だと思いま
す。世阿弥は『風姿花伝』において「衆人愛敬（大衆に愛
されてこその一座）」と説いていますが、まさしくそれを
実践していたんだなぁと感じました。
　この秋は能を実際に見に行こうと思っているのと、コ
ロナが落ち着いたら世阿弥ゆかりの地を巡る佐渡の旅
にも行ってみたいです。

世阿弥『風姿花伝』
Writer  栁田

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！

晩秋 ［銀杏］

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、丹羽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

　紅葉の季節ともなると黄色く色づくイチョウの樹。起源は
古く2億5千万年前の恐竜が生きた時代から生息しており、
まさに「生きた化石」の名にふさわしい樹木です。
　イチョウの実である銀杏は、ビタミンCが豊富に含まれて
いるため風邪の予防効果、漢方では咳止めとして利用され
るなど、寒さが増すこの季節にうってつけの食材。季節の旬
の物をいただくのは、理にかなったことなのですね。少々ク
セがあるために好き嫌いが分かれますが、私は茶碗蒸しの
底に翡翠色の姿を見つけるとテンションが上がります。

一人でじっくりやるのもよし、大人数でわいわいやるの
も楽しいコンシューマーゲーム（家庭用ゲーム）？あるい
はスマホがあれば簡単にダウンロード・プレイできるス
マホゲームでしょうか。昨今は足が遠のきがちですが
ゲームセンターにあるクレーンゲームやアーケ―ドゲー
ムもメジャーなゲームと言えるでしょう。これだけ多種多
様なゲームがあるのですから皆様の琴線に触れるもの
がきっとあるでしょう！ただし、何事も熱中し過ぎにはご
注意を…。ちなみに私のおススメはパソコンで出来る無
料のゲーム（フリーゲーム）です！無料とは思えないほど
作りこまれていて熱中間違いなし！です

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（下）

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？

密を避ける為にジムへ通う事を控えていた
ので、気分転換も兼ねて外をランニングす
ることが多くなりました。景色も楽しめて
清々しい気分になります。特に川沿いの道
が走っていて気持ち良いですね。

いいですね！どのくらいやりますか？

ランニングとダッシュを合わせて90分ほど
ですね。コンディションが良いと、ダッシュ
の割合が増えます。この割合が体調のバロ
メーターになっています。前日に夕飯を食
べ過ぎるとほぼ徒歩オンリーです。

なるほど！また外に出てランニングするの
も楽しそうですね！

以前あった店がなくなっていたり、逆に新し
い店舗ができていたりと、車では素通りし
てしまう場所に新たな発見があるのは楽し
みの一つです。

〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪

芸術の秋芸術の秋芸術の秋芸術の秋

芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋など「〇〇の
秋」とついたワードはいくつもありますが、このように広まっ
た由来をご存じですか？今月は、そういった「〇〇の秋」と言

われるようになった由来をご紹介します！市民会館には、人
間国宝・文化勲章級の芸術家作品がいくつもちりばめられ
ています。数多くある芸術作品の一部をお楽しみください♪

1918年に文芸雑誌の中で記
載されたことがきっかけとされ
ています。また、秋には展覧会
の開催も多くあり、制作活動が
活発に行われることも由来の1
つとされています。

読書の秋読書の秋読書の秋読書の秋
夜の時間が長く、暑さも和らい
だ涼しい秋は、読書するには
ぴったりの季節とされていま
す。秋の長夜にちなんだ中国の
詩“灯火親しむべし”が由来と
されています。

スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋
スポーツ向きの気候なのに加
え、1964年東京オリンピック
開会式の10月10日が「体育の
日」と制定されたことで、スポー
ツを楽しもう！と広く呼びかけら
れるようになりました。

食欲の秋食欲の秋食欲の秋食欲の秋
多くの食材が旬を迎える秋は、
おいしいものが増えるので食
欲が増します。これは、寒い冬
に向けてエネルギーを蓄えよう
とする人間の本能の影響なん
だとか。

音楽プラザサロンコンサート音楽プラザサロンコンサート
 第３回開催予告 第３回開催予告～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年度3回目のサロンコンサート
は、クラリネットとアコーディオンに
よる演奏をお届けします。なお、今
回もコンサートのようすを公式
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。

日時 ▶ ２０２１年１２月１６日（木）
　　　　１９:００開演（１８:３０開場）
会場 ▶ 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン
出演 ▶ クラリネット： 中村 由加里
　　　  アコーディオン： 橘川 宗明
料金 ▶ 入場無料/要事前申込

［フォレストホール ホワイエ］
バルセロナ風景／広生 繁生

［ビレッジホール ホワイエ］
啐啄／加藤 重高

［共用ロビー2F］
心象石化／麻生 秀穂

動画公開予定日：１２月２３日（木）～

※申込方法などは、11月下旬頃配布開始のちらし、
　または音楽プラザホームページでご確認ください。

※フォレストホール内 大理石レリーフ作品の一部

19

19

大
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伏
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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:中村]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 11067VOL.
2021

個人的な秋の風物詩の１つであるのが河川敷に群生して咲く鮮やかな赤
い花、曼珠沙華。別名を彼岸花。咲く時期は短く、既に散ってしまってはい
ますが涼しくなってきた空気と共に河川敷の他にもぽつぽつと咲き始め
る彼岸花を見るとあぁ秋が来たなとしみじみ思います。ところでそんな
彼岸花、先程赤い花と申し上げましたし一番目にするのは鮮烈な赤い花
ですが実は白や黄色の花もあります。一面真っ赤な河川敷もとても綺麗
ですが、真っ白な様子もそれはそれで見てみたいものです。

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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」
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(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち
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29

(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」
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27

28

(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち
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(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」
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(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち
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(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」

3

5

7

10

11

17

18

20

21

22

23

26

27

28

(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち

6

7

12

13

15

18

20

21

22

23

25

26

29

(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」
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17

18

20

21

22

23

26

27

28

(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち
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23
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26

29

(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年11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

　趣味の深夜ラジオを聞いていたら世阿弥の『風姿花
伝』の話が出てきて、気になったので読んでみました。
『風姿花伝』は、世阿弥が子孫に伝承するために書いた
能の理論書です。世阿弥の理想とする能とは何か、さら
には演劇論、芸術論、美学などの内容で、能を見たこと
がない私でも理解できて勉強にもなりました。子孫に向
けた秘伝の書が、時を超えて能役者以外にも広く読み
継がれている理由が分かりましたし、これを600年以上
も前に書き上げたなんて、驚きです。
　世阿弥は室町時代に父観阿弥とともに能を大成した
人物で、当時の室町将軍足利義満が超強力なパトロン

として彼らを支えました。晩年はとても不遇だったそう
で、当時の将軍義教による弾圧を受け、佐渡に流刑され
た後にひっそりと亡くなったそうです。しかし佐渡には能
の文化が庶民にも広く根付いていて、それは世阿弥が
最期まで能楽師としての生涯を全うした証だと思いま
す。世阿弥は『風姿花伝』において「衆人愛敬（大衆に愛
されてこその一座）」と説いていますが、まさしくそれを
実践していたんだなぁと感じました。
　この秋は能を実際に見に行こうと思っているのと、コ
ロナが落ち着いたら世阿弥ゆかりの地を巡る佐渡の旅
にも行ってみたいです。

世阿弥『風姿花伝』
Writer  栁田

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！

晩秋 ［銀杏］

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、丹羽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

　紅葉の季節ともなると黄色く色づくイチョウの樹。起源は
古く2億5千万年前の恐竜が生きた時代から生息しており、
まさに「生きた化石」の名にふさわしい樹木です。
　イチョウの実である銀杏は、ビタミンCが豊富に含まれて
いるため風邪の予防効果、漢方では咳止めとして利用され
るなど、寒さが増すこの季節にうってつけの食材。季節の旬
の物をいただくのは、理にかなったことなのですね。少々ク
セがあるために好き嫌いが分かれますが、私は茶碗蒸しの
底に翡翠色の姿を見つけるとテンションが上がります。

一人でじっくりやるのもよし、大人数でわいわいやるの
も楽しいコンシューマーゲーム（家庭用ゲーム）？あるい
はスマホがあれば簡単にダウンロード・プレイできるス
マホゲームでしょうか。昨今は足が遠のきがちですが
ゲームセンターにあるクレーンゲームやアーケ―ドゲー
ムもメジャーなゲームと言えるでしょう。これだけ多種多
様なゲームがあるのですから皆様の琴線に触れるもの
がきっとあるでしょう！ただし、何事も熱中し過ぎにはご
注意を…。ちなみに私のおススメはパソコンで出来る無
料のゲーム（フリーゲーム）です！無料とは思えないほど
作りこまれていて熱中間違いなし！です

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（下）

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？

密を避ける為にジムへ通う事を控えていた
ので、気分転換も兼ねて外をランニングす
ることが多くなりました。景色も楽しめて
清々しい気分になります。特に川沿いの道
が走っていて気持ち良いですね。

いいですね！どのくらいやりますか？

ランニングとダッシュを合わせて90分ほど
ですね。コンディションが良いと、ダッシュ
の割合が増えます。この割合が体調のバロ
メーターになっています。前日に夕飯を食
べ過ぎるとほぼ徒歩オンリーです。

なるほど！また外に出てランニングするの
も楽しそうですね！

以前あった店がなくなっていたり、逆に新し
い店舗ができていたりと、車では素通りし
てしまう場所に新たな発見があるのは楽し
みの一つです。

〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪

芸術の秋芸術の秋芸術の秋芸術の秋

芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋など「〇〇の
秋」とついたワードはいくつもありますが、このように広まっ
た由来をご存じですか？今月は、そういった「〇〇の秋」と言

われるようになった由来をご紹介します！市民会館には、人
間国宝・文化勲章級の芸術家作品がいくつもちりばめられ
ています。数多くある芸術作品の一部をお楽しみください♪

1918年に文芸雑誌の中で記
載されたことがきっかけとされ
ています。また、秋には展覧会
の開催も多くあり、制作活動が
活発に行われることも由来の1
つとされています。

読書の秋読書の秋読書の秋読書の秋
夜の時間が長く、暑さも和らい
だ涼しい秋は、読書するには
ぴったりの季節とされていま
す。秋の長夜にちなんだ中国の
詩“灯火親しむべし”が由来と
されています。

スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋
スポーツ向きの気候なのに加
え、1964年東京オリンピック
開会式の10月10日が「体育の
日」と制定されたことで、スポー
ツを楽しもう！と広く呼びかけら
れるようになりました。

食欲の秋食欲の秋食欲の秋食欲の秋
多くの食材が旬を迎える秋は、
おいしいものが増えるので食
欲が増します。これは、寒い冬
に向けてエネルギーを蓄えよう
とする人間の本能の影響なん
だとか。

音楽プラザサロンコンサート音楽プラザサロンコンサート
 第３回開催予告 第３回開催予告～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年度3回目のサロンコンサート
は、クラリネットとアコーディオンに
よる演奏をお届けします。なお、今
回もコンサートのようすを公式
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。

日時 ▶ ２０２１年１２月１６日（木）
　　　　１９:００開演（１８:３０開場）
会場 ▶ 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン
出演 ▶ クラリネット： 中村 由加里
　　　  アコーディオン： 橘川 宗明
料金 ▶ 入場無料/要事前申込

［フォレストホール ホワイエ］
バルセロナ風景／広生 繁生

［ビレッジホール ホワイエ］
啐啄／加藤 重高

［共用ロビー2F］
心象石化／麻生 秀穂

動画公開予定日：１２月２３日（木）～

※申込方法などは、11月下旬頃配布開始のちらし、
　または音楽プラザホームページでご確認ください。

※フォレストホール内 大理石レリーフ作品の一部
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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:中村]

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

にじいろにじいろにじいろにじいろ 11067VOL.
2021

個人的な秋の風物詩の１つであるのが河川敷に群生して咲く鮮やかな赤
い花、曼珠沙華。別名を彼岸花。咲く時期は短く、既に散ってしまってはい
ますが涼しくなってきた空気と共に河川敷の他にもぽつぽつと咲き始め
る彼岸花を見るとあぁ秋が来たなとしみじみ思います。ところでそんな
彼岸花、先程赤い花と申し上げましたし一番目にするのは鮮烈な赤い花
ですが実は白や黄色の花もあります。一面真っ赤な河川敷もとても綺麗
ですが、真っ白な様子もそれはそれで見てみたいものです。

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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」
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(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち

6

7

12

13

15

18

20

21

22

23

25

26

29

(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」
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(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち
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(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2021年11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

　趣味の深夜ラジオを聞いていたら世阿弥の『風姿花
伝』の話が出てきて、気になったので読んでみました。
『風姿花伝』は、世阿弥が子孫に伝承するために書いた
能の理論書です。世阿弥の理想とする能とは何か、さら
には演劇論、芸術論、美学などの内容で、能を見たこと
がない私でも理解できて勉強にもなりました。子孫に向
けた秘伝の書が、時を超えて能役者以外にも広く読み
継がれている理由が分かりましたし、これを600年以上
も前に書き上げたなんて、驚きです。
　世阿弥は室町時代に父観阿弥とともに能を大成した
人物で、当時の室町将軍足利義満が超強力なパトロン

として彼らを支えました。晩年はとても不遇だったそう
で、当時の将軍義教による弾圧を受け、佐渡に流刑され
た後にひっそりと亡くなったそうです。しかし佐渡には能
の文化が庶民にも広く根付いていて、それは世阿弥が
最期まで能楽師としての生涯を全うした証だと思いま
す。世阿弥は『風姿花伝』において「衆人愛敬（大衆に愛
されてこその一座）」と説いていますが、まさしくそれを
実践していたんだなぁと感じました。
　この秋は能を実際に見に行こうと思っているのと、コ
ロナが落ち着いたら世阿弥ゆかりの地を巡る佐渡の旅
にも行ってみたいです。

世阿弥『風姿花伝』
Writer  栁田

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！

晩秋 ［銀杏］

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、丹羽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

　紅葉の季節ともなると黄色く色づくイチョウの樹。起源は
古く2億5千万年前の恐竜が生きた時代から生息しており、
まさに「生きた化石」の名にふさわしい樹木です。
　イチョウの実である銀杏は、ビタミンCが豊富に含まれて
いるため風邪の予防効果、漢方では咳止めとして利用され
るなど、寒さが増すこの季節にうってつけの食材。季節の旬
の物をいただくのは、理にかなったことなのですね。少々ク
セがあるために好き嫌いが分かれますが、私は茶碗蒸しの
底に翡翠色の姿を見つけるとテンションが上がります。

一人でじっくりやるのもよし、大人数でわいわいやるの
も楽しいコンシューマーゲーム（家庭用ゲーム）？あるい
はスマホがあれば簡単にダウンロード・プレイできるス
マホゲームでしょうか。昨今は足が遠のきがちですが
ゲームセンターにあるクレーンゲームやアーケ―ドゲー
ムもメジャーなゲームと言えるでしょう。これだけ多種多
様なゲームがあるのですから皆様の琴線に触れるもの
がきっとあるでしょう！ただし、何事も熱中し過ぎにはご
注意を…。ちなみに私のおススメはパソコンで出来る無
料のゲーム（フリーゲーム）です！無料とは思えないほど
作りこまれていて熱中間違いなし！です

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（下）

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？

密を避ける為にジムへ通う事を控えていた
ので、気分転換も兼ねて外をランニングす
ることが多くなりました。景色も楽しめて
清々しい気分になります。特に川沿いの道
が走っていて気持ち良いですね。

いいですね！どのくらいやりますか？

ランニングとダッシュを合わせて90分ほど
ですね。コンディションが良いと、ダッシュ
の割合が増えます。この割合が体調のバロ
メーターになっています。前日に夕飯を食
べ過ぎるとほぼ徒歩オンリーです。

なるほど！また外に出てランニングするの
も楽しそうですね！

以前あった店がなくなっていたり、逆に新し
い店舗ができていたりと、車では素通りし
てしまう場所に新たな発見があるのは楽し
みの一つです。

〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪〇〇の秋!! いろんな秋を楽しもう♪

芸術の秋芸術の秋芸術の秋芸術の秋

芸術の秋、読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋など「〇〇の
秋」とついたワードはいくつもありますが、このように広まっ
た由来をご存じですか？今月は、そういった「〇〇の秋」と言

われるようになった由来をご紹介します！市民会館には、人
間国宝・文化勲章級の芸術家作品がいくつもちりばめられ
ています。数多くある芸術作品の一部をお楽しみください♪

1918年に文芸雑誌の中で記
載されたことがきっかけとされ
ています。また、秋には展覧会
の開催も多くあり、制作活動が
活発に行われることも由来の1
つとされています。

読書の秋読書の秋読書の秋読書の秋
夜の時間が長く、暑さも和らい
だ涼しい秋は、読書するには
ぴったりの季節とされていま
す。秋の長夜にちなんだ中国の
詩“灯火親しむべし”が由来と
されています。

スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋スポーツの秋
スポーツ向きの気候なのに加
え、1964年東京オリンピック
開会式の10月10日が「体育の
日」と制定されたことで、スポー
ツを楽しもう！と広く呼びかけら
れるようになりました。

食欲の秋食欲の秋食欲の秋食欲の秋
多くの食材が旬を迎える秋は、
おいしいものが増えるので食
欲が増します。これは、寒い冬
に向けてエネルギーを蓄えよう
とする人間の本能の影響なん
だとか。

音楽プラザサロンコンサート音楽プラザサロンコンサート
 第３回開催予告 第３回開催予告～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ ～新しい音を求めて～ New EraNew EraNew EraNew Era

今年度3回目のサロンコンサート
は、クラリネットとアコーディオンに
よる演奏をお届けします。なお、今
回もコンサートのようすを公式
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。

日時 ▶ ２０２１年１２月１６日（木）
　　　　１９:００開演（１８:３０開場）
会場 ▶ 名古屋市音楽プラザ 1Fサロン
出演 ▶ クラリネット： 中村 由加里
　　　  アコーディオン： 橘川 宗明
料金 ▶ 入場無料/要事前申込

［フォレストホール ホワイエ］
バルセロナ風景／広生 繁生

［ビレッジホール ホワイエ］
啐啄／加藤 重高

［共用ロビー2F］
心象石化／麻生 秀穂

動画公開予定日：１２月２３日（木）～

※申込方法などは、11月下旬頃配布開始のちらし、
　または音楽プラザホームページでご確認ください。

※フォレストホール内 大理石レリーフ作品の一部
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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:中村]

［WEB SITE］ https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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個人的な秋の風物詩の１つであるのが河川敷に群生して咲く鮮やかな赤
い花、曼珠沙華。別名を彼岸花。咲く時期は短く、既に散ってしまってはい
ますが涼しくなってきた空気と共に河川敷の他にもぽつぽつと咲き始め
る彼岸花を見るとあぁ秋が来たなとしみじみ思います。ところでそんな
彼岸花、先程赤い花と申し上げましたし一番目にするのは鮮烈な赤い花
ですが実は白や黄色の花もあります。一面真っ赤な河川敷もとても綺麗
ですが、真っ白な様子もそれはそれで見てみたいものです。

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 2021.11
※ 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 11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

11月1日(月) 11月1日(月)

◆ 点検日
11月8日（月）・24日（水）

◆ 点検日 11月1日（月）・15日（月）・22日（月）
◆ 臨時休館日 11月29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202２年（令和４年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 2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） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2021年（令和3年） 12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495回 定期演奏会「スペシャリティ」シリーズ
＜小泉和裕のフランク＞

◆ 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11月19日(金) 18：45開演 ／ 20日(土) 16：00開演 ］

10月15日現在

10月15日現在

▶指揮
▶プログラム

小泉 和裕
メンデルスゾーン：交響曲第4番『イタリア』
フランク：交響曲

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】

開催予定はございません。

鈴木愛理 LIVE 2021～26/27～＠名古屋

ミュージカル　ソーホー・シンダーズ

琴伝流大正琴弦洲会第37回中央大会

名演例会　劇団文化座「命どぅ宝」

「ボイシャチLIVE」
が～まるちょばに弟子入り!? 
その日限りの発表会もあるよ!! 
出演：BOYS AND MEN／
TEAM SHACHI／が～まるちょば

Home, I’m Darling 愛しのマイホーム

前進座創立九十周年記念　
名古屋特別公演「一万石の恋」
裏長屋騒動記　愛の仮名手本篇

結月流「霜月の会」

森山良子コンサートツアー 2020～2021 
～My Story～
【振替公演】

舞台「かいけつゾロリ」
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26

27

28

(水・祝)

(金)

(日)

(水)

(木)

(水)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(金)

(土)

(日)

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

キョード―東海
052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

琴伝流大正琴弦洲会
0568-79-3669

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

東海テレビ放送
（問）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
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00、土 10:00～13:00
(日・祝休)

中日新聞社、前進座
（問）前進座　0422-49-2633
（平日10：00～17：00/土日祝休）

結月流本部事務局
052-471-2550

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

メ～テレ
052-331-9966
（祝日を除く月-金10:00～18:00）

全席着席指定：8,400円

全席指定：9,000円

無

入会金：3,100円　会費：3,100円
29歳以下　
入会金：2,300円　会費：2,000円
高校生以下　
入会金：1,600円　会費：1,300円

全席指定：6,500円

全席指定：11,000円

全席指定
A席：9,000円
B席：5,000円
C席：3,000円

無料（要整理券。当日配布可）

全席指定：7,000 円

全席指定：3,300円
※2歳以上有料
（2歳未満でもお席が必要な場合は有料)

①15:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

10:00～16:00

18:30～21:10

13:30～16:10

18:30～未定

18:30～未定

18:00～未定

13:00～未定

14:00～16:15

11:00～13:15

11:00～18:30

16:30～未定

①12:00～13:10
②14:30～15:40

WAHAHA本舗PRESENTS
WAHAHA本舗全体公演 「王と花魁」

amazarashi Live Tour 2020「ボイコット」
【再振替公演】

天童よしみ コンサート2021

ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2021 
These Days

10－FEET ”アオ” TOUR 2021-2022

花園直道 百花繚乱　華FUBUKI　
特別ゲスト デヴィ夫人　ゲスト 松阪ゆうき

絢香 15th Anniversary Tour 2021
～もっといい日に～

2021年冬 しまじろうコンサート
しまじろうとクリスマスのねがいごと

HOTEI 40th Anniversary 
～Double Fantasy Tour～
BLACK or WHITE ?”

リスクアセスメント推進大会2021あいち
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(土)

(日)

(金)

(土)

(月)

(木)

(土)

(日)

(月)

(火・祝)

(木)

(金)

(月)

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)

メ～テレ
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)

ＺＩＰ－ＦＭ
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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ＺＩＰ－ＦＭ
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

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

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

愛知労働局
（問）愛知労働局 労働基準部 安全課
052-972-0255

S席：8,800円　
A席：7,900円

全席指定：6,500円
着席指定：6,500円

全席指定：7,000円

指定：7,800円
着席指定：7,800円

全席指定：6,050円

S席：5,800円　
A席：5,300円

全席指定：8,800円
着席指定：8,800円

全席指定：3,580円（一般価格）
※3歳未満ひざ上鑑賞無料

全席指定：11,000 円

無料

17:00～19:00

17:00～未定

14:00～16:00

18:00～未定

19:00～20:50

①14:00～未定
②18:30～未定

17:00～未定

①13:00～14:15
②15:40～16:55
③18:20～19:40
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40
①10:30～11:45
②13:10～14:25
③15:50～17:10

18:30～未定

18:30～未定

13:30～16:00

〈 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


