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〈全店共通クーポン券〉
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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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　皆さんは世に出ている作品を手に取って楽しも
うと思うとき、文字と映像ならどちらを取りますか？
ざっくりと言えば文字は小説、映像は映画・ドラマ
になりますがどちらも違った魅力のある媒体です。
個人的な見解ですが誰かにおすすめしたい時に手
軽なのは映像ではと思います、見ているだけでOK
ですからね。ですが小説の場合、読書をしない人に
はハードルが高いとしても是非読んでもらいたい、
と思う作品もあります。複雑な心境です。
　私の場合は映画一本見る場合でも様々な思惑
（？）を巡らせながら見ます。この映画は原作の小説

が好きだから楽しみだ、いやでもあの場面はどう再
現するのだろう？とあれこれ考える。または事前知
識無しで見たけどとても良かったから原作も買って
みよう、となることもあります。さらに別のパターン
では映画が公開する前に原作を読んでおきたい！と
意気込んで結局本を買うことも借りることもなく心
の中に積んでおく…何てこともあります。文字と映
像、どちらも違った長所短所がありますが、それぞ
れ片方手に取りやすい方を見るもよし。でも本音を
言えばどちらも手に取って様々な視点から見る楽
しみを味わっていただきたいです。

文字と映像 人それぞれの楽しみ方
Writer  中村
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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！

お正月 ［お雑煮］

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、若林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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　日本のお正月の定番料理といえば、やっぱりお雑煮でしょ
うか。お雑煮に欠かせないお餅は、東日本の四角い角餅と
西日本の丸餅と東西で形が異なります。もともと餅は丸い
ものでしたが、江戸時代に人口過密状態であった江戸では
注文が多すぎてお餅を丸めていられなくなり、のし餅にして
から切り分けた四角い角餅の誕生となりました。
　その形の境界線は岐阜県の関ケ原周辺になるそうです。
関ケ原はその昔に「徳川家の東軍」と「豊臣家の西軍」が相
対した決戦の地。お餅の天下分け目も関ケ原にあるなんて
興味深い話ですね。

今回は昨今コンビニや薬局でも頻繁に流れ、耳にする機
会も多くなったアニメソングを解説したいと思います。
アニメソングとはアニメと歌、曲を意味するソングを組
み合わせた和製英語で、具体的にはアニメのオープニン
グやエンディング、挿入歌などで使われる曲の総称で
す。曲の特徴としてはタイトルや作品内の用語を取り入
れたポップな曲から一般の軽音楽と区別のつかない曲
など様々ですが最大の特徴と魅力はアニメの世界観に
沿った歌詞や曲調によって、アニメへの造詣をより深く
してくれることだと思います。皆様もこの機会にアニメ
ソングを聞いてみてはいかがでしょう？

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

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響により、家で過ごす日々が多
くなりましたが、普段家では何をしてお過
ごしでしょうか？

実はコロナ前と比べても、家に居る時の
ペース自体は変わっていません。というの
も、いちばんの楽しみが音楽鑑賞なので。

なるほど！どのくらい音楽を聴いていますか？

明るい時間から家で音楽を聴くのは落ち
着かないので、夕食後に聴き始めることが
多いです。聴くのはほぼクラシックなので1
曲で1時間かかるような場合もありますが、
調子に乗ると日付が変わってもまだ聴いて
いることはよくあります。

写真ではたくさんのCDがありますね！おす
すめのCDはありますか？

最近のお気に入りはオークションで入手し
たハンガリー出身のピアニスト、アニー・
フィッシャーが弾いたベートーヴェンのピ
アノ・ソナタ全集ですね。硬派で積極的な
つくりが素晴らしいと思います。

毎年恒例の「防災・減災コンサート」。今回も、感染対策をしっかりと取りながら開催します。
「もしホールで公演の最中に地震が起こったら、あなたならどうしますか…？」
いざという時に備えて、一緒に学びましょう！ ご応募お待ちしております！
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新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がけ
て参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀
新年

①～③の項目をご記入のうえ、はがきまたは電子メールにてお申込ください。
①氏名（※2名まで記入可）　②代表者住所　③代表者電話番号（日中連絡の取れる番号）
▶ 応 募  先   〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　         日本特殊陶業市民会館　「防災・減災コンサート」係
　            　電子メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp
▶ 応募締切　2月20日（日）※必着

※1応募につき2名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。　※締切後一週間以内に郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

日  時　 2022年3月11日（金） 開場12：30 / 開演13：30　場  所　 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
出  演　 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリス　　　　　定  員　 700名　※参加無料、要事前応募制
開催内容　 ● 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリスによる演奏と演技 ● 中警察署・中消防署による防災講話
　　　　 ● 陸前高田市との「絆の日」 特別講演 「東日本大震災の教訓と陸前高田市との友好都市交流」
　　　　 講師：名古屋市観光文化交流局付主査 千葉 斉昭 氏
　　　　 ● シェイクアウト訓練、ホール暗闇体験

1月15日（土）から参加募集開始！！

応募方法
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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:栗木]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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一年の計は元旦にあり。新年を迎えるにあたり、その一年にすべきことを年
の初めの元旦に計画を立てることで、その年を有意義なものにできる。物事
を成し遂げるためには、最初に計画をし、積み上げて行くことが大切という
ことです。毎年、「今年こそは、こうありたい」と理想を盛り込んだ計画とい
う名の妄想を立ててはいるのです。しかし、継続できなければ意味がない。
分かってはいるのです！分かってはいても、続かないんですよねぇ。

1
069VOL.

にじいろにじいろ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/2022年1月末日迄

n i j i
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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

　皆さんは世に出ている作品を手に取って楽しも
うと思うとき、文字と映像ならどちらを取りますか？
ざっくりと言えば文字は小説、映像は映画・ドラマ
になりますがどちらも違った魅力のある媒体です。
個人的な見解ですが誰かにおすすめしたい時に手
軽なのは映像ではと思います、見ているだけでOK
ですからね。ですが小説の場合、読書をしない人に
はハードルが高いとしても是非読んでもらいたい、
と思う作品もあります。複雑な心境です。
　私の場合は映画一本見る場合でも様々な思惑
（？）を巡らせながら見ます。この映画は原作の小説

が好きだから楽しみだ、いやでもあの場面はどう再
現するのだろう？とあれこれ考える。または事前知
識無しで見たけどとても良かったから原作も買って
みよう、となることもあります。さらに別のパターン
では映画が公開する前に原作を読んでおきたい！と
意気込んで結局本を買うことも借りることもなく心
の中に積んでおく…何てこともあります。文字と映
像、どちらも違った長所短所がありますが、それぞ
れ片方手に取りやすい方を見るもよし。でも本音を
言えばどちらも手に取って様々な視点から見る楽
しみを味わっていただきたいです。

文字と映像 人それぞれの楽しみ方
Writer  中村

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！

お正月 ［お雑煮］

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、若林さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一のの金田一の
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インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　日本のお正月の定番料理といえば、やっぱりお雑煮でしょ
うか。お雑煮に欠かせないお餅は、東日本の四角い角餅と
西日本の丸餅と東西で形が異なります。もともと餅は丸い
ものでしたが、江戸時代に人口過密状態であった江戸では
注文が多すぎてお餅を丸めていられなくなり、のし餅にして
から切り分けた四角い角餅の誕生となりました。
　その形の境界線は岐阜県の関ケ原周辺になるそうです。
関ケ原はその昔に「徳川家の東軍」と「豊臣家の西軍」が相
対した決戦の地。お餅の天下分け目も関ケ原にあるなんて
興味深い話ですね。

今回は昨今コンビニや薬局でも頻繁に流れ、耳にする機
会も多くなったアニメソングを解説したいと思います。
アニメソングとはアニメと歌、曲を意味するソングを組
み合わせた和製英語で、具体的にはアニメのオープニン
グやエンディング、挿入歌などで使われる曲の総称で
す。曲の特徴としてはタイトルや作品内の用語を取り入
れたポップな曲から一般の軽音楽と区別のつかない曲
など様々ですが最大の特徴と魅力はアニメの世界観に
沿った歌詞や曲調によって、アニメへの造詣をより深く
してくれることだと思います。皆様もこの機会にアニメ
ソングを聞いてみてはいかがでしょう？

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

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響により、家で過ごす日々が多
くなりましたが、普段家では何をしてお過
ごしでしょうか？

実はコロナ前と比べても、家に居る時の
ペース自体は変わっていません。というの
も、いちばんの楽しみが音楽鑑賞なので。

なるほど！どのくらい音楽を聴いていますか？

明るい時間から家で音楽を聴くのは落ち
着かないので、夕食後に聴き始めることが
多いです。聴くのはほぼクラシックなので1
曲で1時間かかるような場合もありますが、
調子に乗ると日付が変わってもまだ聴いて
いることはよくあります。

写真ではたくさんのCDがありますね！おす
すめのCDはありますか？

最近のお気に入りはオークションで入手し
たハンガリー出身のピアニスト、アニー・
フィッシャーが弾いたベートーヴェンのピ
アノ・ソナタ全集ですね。硬派で積極的な
つくりが素晴らしいと思います。

毎年恒例の「防災・減災コンサート」。今回も、感染対策をしっかりと取りながら開催します。
「もしホールで公演の最中に地震が起こったら、あなたならどうしますか…？」
いざという時に備えて、一緒に学びましょう！ ご応募お待ちしております！
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新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がけ
て参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀
新年

①～③の項目をご記入のうえ、はがきまたは電子メールにてお申込ください。
①氏名（※2名まで記入可）　②代表者住所　③代表者電話番号（日中連絡の取れる番号）
▶ 応 募  先   〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　         日本特殊陶業市民会館　「防災・減災コンサート」係
　            　電子メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp
▶ 応募締切　2月20日（日）※必着

※1応募につき2名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。　※締切後一週間以内に郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

日  時　 2022年3月11日（金） 開場12：30 / 開演13：30　場  所　 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
出  演　 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリス　　　　　定  員　 700名　※参加無料、要事前応募制
開催内容　 ● 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリスによる演奏と演技 ● 中警察署・中消防署による防災講話
　　　　 ● 陸前高田市との「絆の日」 特別講演 「東日本大震災の教訓と陸前高田市との友好都市交流」
　　　　 講師：名古屋市観光文化交流局付主査 千葉 斉昭 氏
　　　　 ● シェイクアウト訓練、ホール暗闇体験

1月15日（土）から参加募集開始！！

応募方法

19

19

大
津
通

伏
見
通

古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山
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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:栗木]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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一年の計は元旦にあり。新年を迎えるにあたり、その一年にすべきことを年
の初めの元旦に計画を立てることで、その年を有意義なものにできる。物事
を成し遂げるためには、最初に計画をし、積み上げて行くことが大切という
ことです。毎年、「今年こそは、こうありたい」と理想を盛り込んだ計画とい
う名の妄想を立ててはいるのです。しかし、継続できなければ意味がない。
分かってはいるのです！分かってはいても、続かないんですよねぇ。
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年1月末日迄

n i j i

2022

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

　皆さんは世に出ている作品を手に取って楽しも
うと思うとき、文字と映像ならどちらを取りますか？
ざっくりと言えば文字は小説、映像は映画・ドラマ
になりますがどちらも違った魅力のある媒体です。
個人的な見解ですが誰かにおすすめしたい時に手
軽なのは映像ではと思います、見ているだけでOK
ですからね。ですが小説の場合、読書をしない人に
はハードルが高いとしても是非読んでもらいたい、
と思う作品もあります。複雑な心境です。
　私の場合は映画一本見る場合でも様々な思惑
（？）を巡らせながら見ます。この映画は原作の小説

が好きだから楽しみだ、いやでもあの場面はどう再
現するのだろう？とあれこれ考える。または事前知
識無しで見たけどとても良かったから原作も買って
みよう、となることもあります。さらに別のパターン
では映画が公開する前に原作を読んでおきたい！と
意気込んで結局本を買うことも借りることもなく心
の中に積んでおく…何てこともあります。文字と映
像、どちらも違った長所短所がありますが、それぞ
れ片方手に取りやすい方を見るもよし。でも本音を
言えばどちらも手に取って様々な視点から見る楽
しみを味わっていただきたいです。

文字と映像 人それぞれの楽しみ方
Writer  中村

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！

お正月 ［お雑煮］

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、若林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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　日本のお正月の定番料理といえば、やっぱりお雑煮でしょ
うか。お雑煮に欠かせないお餅は、東日本の四角い角餅と
西日本の丸餅と東西で形が異なります。もともと餅は丸い
ものでしたが、江戸時代に人口過密状態であった江戸では
注文が多すぎてお餅を丸めていられなくなり、のし餅にして
から切り分けた四角い角餅の誕生となりました。
　その形の境界線は岐阜県の関ケ原周辺になるそうです。
関ケ原はその昔に「徳川家の東軍」と「豊臣家の西軍」が相
対した決戦の地。お餅の天下分け目も関ケ原にあるなんて
興味深い話ですね。

今回は昨今コンビニや薬局でも頻繁に流れ、耳にする機
会も多くなったアニメソングを解説したいと思います。
アニメソングとはアニメと歌、曲を意味するソングを組
み合わせた和製英語で、具体的にはアニメのオープニン
グやエンディング、挿入歌などで使われる曲の総称で
す。曲の特徴としてはタイトルや作品内の用語を取り入
れたポップな曲から一般の軽音楽と区別のつかない曲
など様々ですが最大の特徴と魅力はアニメの世界観に
沿った歌詞や曲調によって、アニメへの造詣をより深く
してくれることだと思います。皆様もこの機会にアニメ
ソングを聞いてみてはいかがでしょう？

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

情熱的にも神秘的にも！
魂燃やすアニメソング

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響により、家で過ごす日々が多
くなりましたが、普段家では何をしてお過
ごしでしょうか？

実はコロナ前と比べても、家に居る時の
ペース自体は変わっていません。というの
も、いちばんの楽しみが音楽鑑賞なので。

なるほど！どのくらい音楽を聴いていますか？

明るい時間から家で音楽を聴くのは落ち
着かないので、夕食後に聴き始めることが
多いです。聴くのはほぼクラシックなので1
曲で1時間かかるような場合もありますが、
調子に乗ると日付が変わってもまだ聴いて
いることはよくあります。

写真ではたくさんのCDがありますね！おす
すめのCDはありますか？

最近のお気に入りはオークションで入手し
たハンガリー出身のピアニスト、アニー・
フィッシャーが弾いたベートーヴェンのピ
アノ・ソナタ全集ですね。硬派で積極的な
つくりが素晴らしいと思います。

毎年恒例の「防災・減災コンサート」。今回も、感染対策をしっかりと取りながら開催します。
「もしホールで公演の最中に地震が起こったら、あなたならどうしますか…？」
いざという時に備えて、一緒に学びましょう！ ご応募お待ちしております！
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新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がけ
て参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀
新年

①～③の項目をご記入のうえ、はがきまたは電子メールにてお申込ください。
①氏名（※2名まで記入可）　②代表者住所　③代表者電話番号（日中連絡の取れる番号）
▶ 応 募  先   〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　         日本特殊陶業市民会館　「防災・減災コンサート」係
　            　電子メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp
▶ 応募締切　2月20日（日）※必着

※1応募につき2名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。　※締切後一週間以内に郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

日  時　 2022年3月11日（金） 開場12：30 / 開演13：30　場  所　 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
出  演　 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリス　　　　　定  員　 700名　※参加無料、要事前応募制
開催内容　 ● 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリスによる演奏と演技 ● 中警察署・中消防署による防災講話
　　　　 ● 陸前高田市との「絆の日」 特別講演 「東日本大震災の教訓と陸前高田市との友好都市交流」
　　　　 講師：名古屋市観光文化交流局付主査 千葉 斉昭 氏
　　　　 ● シェイクアウト訓練、ホール暗闇体験

1月15日（土）から参加募集開始！！

応募方法
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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:栗木]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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一年の計は元旦にあり。新年を迎えるにあたり、その一年にすべきことを年
の初めの元旦に計画を立てることで、その年を有意義なものにできる。物事
を成し遂げるためには、最初に計画をし、積み上げて行くことが大切という
ことです。毎年、「今年こそは、こうありたい」と理想を盛り込んだ計画とい
う名の妄想を立ててはいるのです。しかし、継続できなければ意味がない。
分かってはいるのです！分かってはいても、続かないんですよねぇ。
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年1月末日迄

n i j i

2022

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

　皆さんは世に出ている作品を手に取って楽しも
うと思うとき、文字と映像ならどちらを取りますか？
ざっくりと言えば文字は小説、映像は映画・ドラマ
になりますがどちらも違った魅力のある媒体です。
個人的な見解ですが誰かにおすすめしたい時に手
軽なのは映像ではと思います、見ているだけでOK
ですからね。ですが小説の場合、読書をしない人に
はハードルが高いとしても是非読んでもらいたい、
と思う作品もあります。複雑な心境です。
　私の場合は映画一本見る場合でも様々な思惑
（？）を巡らせながら見ます。この映画は原作の小説

が好きだから楽しみだ、いやでもあの場面はどう再
現するのだろう？とあれこれ考える。または事前知
識無しで見たけどとても良かったから原作も買って
みよう、となることもあります。さらに別のパターン
では映画が公開する前に原作を読んでおきたい！と
意気込んで結局本を買うことも借りることもなく心
の中に積んでおく…何てこともあります。文字と映
像、どちらも違った長所短所がありますが、それぞ
れ片方手に取りやすい方を見るもよし。でも本音を
言えばどちらも手に取って様々な視点から見る楽
しみを味わっていただきたいです。

文字と映像 人それぞれの楽しみ方
Writer  中村

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！

お正月 ［お雑煮］

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、若林さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一のの金田一の
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インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　日本のお正月の定番料理といえば、やっぱりお雑煮でしょ
うか。お雑煮に欠かせないお餅は、東日本の四角い角餅と
西日本の丸餅と東西で形が異なります。もともと餅は丸い
ものでしたが、江戸時代に人口過密状態であった江戸では
注文が多すぎてお餅を丸めていられなくなり、のし餅にして
から切り分けた四角い角餅の誕生となりました。
　その形の境界線は岐阜県の関ケ原周辺になるそうです。
関ケ原はその昔に「徳川家の東軍」と「豊臣家の西軍」が相
対した決戦の地。お餅の天下分け目も関ケ原にあるなんて
興味深い話ですね。

今回は昨今コンビニや薬局でも頻繁に流れ、耳にする機
会も多くなったアニメソングを解説したいと思います。
アニメソングとはアニメと歌、曲を意味するソングを組
み合わせた和製英語で、具体的にはアニメのオープニン
グやエンディング、挿入歌などで使われる曲の総称で
す。曲の特徴としてはタイトルや作品内の用語を取り入
れたポップな曲から一般の軽音楽と区別のつかない曲
など様々ですが最大の特徴と魅力はアニメの世界観に
沿った歌詞や曲調によって、アニメへの造詣をより深く
してくれることだと思います。皆様もこの機会にアニメ
ソングを聞いてみてはいかがでしょう？

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

催
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執筆:栗木

情熱的にも神秘的にも！
魂燃やすアニメソング

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響により、家で過ごす日々が多
くなりましたが、普段家では何をしてお過
ごしでしょうか？

実はコロナ前と比べても、家に居る時の
ペース自体は変わっていません。というの
も、いちばんの楽しみが音楽鑑賞なので。

なるほど！どのくらい音楽を聴いていますか？

明るい時間から家で音楽を聴くのは落ち
着かないので、夕食後に聴き始めることが
多いです。聴くのはほぼクラシックなので1
曲で1時間かかるような場合もありますが、
調子に乗ると日付が変わってもまだ聴いて
いることはよくあります。

写真ではたくさんのCDがありますね！おす
すめのCDはありますか？

最近のお気に入りはオークションで入手し
たハンガリー出身のピアニスト、アニー・
フィッシャーが弾いたベートーヴェンのピ
アノ・ソナタ全集ですね。硬派で積極的な
つくりが素晴らしいと思います。

毎年恒例の「防災・減災コンサート」。今回も、感染対策をしっかりと取りながら開催します。
「もしホールで公演の最中に地震が起こったら、あなたならどうしますか…？」
いざという時に備えて、一緒に学びましょう！ ご応募お待ちしております！
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新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がけ
て参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀
新年

①～③の項目をご記入のうえ、はがきまたは電子メールにてお申込ください。
①氏名（※2名まで記入可）　②代表者住所　③代表者電話番号（日中連絡の取れる番号）
▶ 応 募  先   〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　         日本特殊陶業市民会館　「防災・減災コンサート」係
　            　電子メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp
▶ 応募締切　2月20日（日）※必着

※1応募につき2名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。　※締切後一週間以内に郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

日  時　 2022年3月11日（金） 開場12：30 / 開演13：30　場  所　 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
出  演　 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリス　　　　　定  員　 700名　※参加無料、要事前応募制
開催内容　 ● 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリスによる演奏と演技 ● 中警察署・中消防署による防災講話
　　　　 ● 陸前高田市との「絆の日」 特別講演 「東日本大震災の教訓と陸前高田市との友好都市交流」
　　　　 講師：名古屋市観光文化交流局付主査 千葉 斉昭 氏
　　　　 ● シェイクアウト訓練、ホール暗闇体験

1月15日（土）から参加募集開始！！

応募方法
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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:栗木]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

一年の計は元旦にあり。新年を迎えるにあたり、その一年にすべきことを年
の初めの元旦に計画を立てることで、その年を有意義なものにできる。物事
を成し遂げるためには、最初に計画をし、積み上げて行くことが大切という
ことです。毎年、「今年こそは、こうありたい」と理想を盛り込んだ計画とい
う名の妄想を立ててはいるのです。しかし、継続できなければ意味がない。
分かってはいるのです！分かってはいても、続かないんですよねぇ。

※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 2022.1
※ 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 1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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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/2022年1月末日迄
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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

　皆さんは世に出ている作品を手に取って楽しも
うと思うとき、文字と映像ならどちらを取りますか？
ざっくりと言えば文字は小説、映像は映画・ドラマ
になりますがどちらも違った魅力のある媒体です。
個人的な見解ですが誰かにおすすめしたい時に手
軽なのは映像ではと思います、見ているだけでOK
ですからね。ですが小説の場合、読書をしない人に
はハードルが高いとしても是非読んでもらいたい、
と思う作品もあります。複雑な心境です。
　私の場合は映画一本見る場合でも様々な思惑
（？）を巡らせながら見ます。この映画は原作の小説

が好きだから楽しみだ、いやでもあの場面はどう再
現するのだろう？とあれこれ考える。または事前知
識無しで見たけどとても良かったから原作も買って
みよう、となることもあります。さらに別のパターン
では映画が公開する前に原作を読んでおきたい！と
意気込んで結局本を買うことも借りることもなく心
の中に積んでおく…何てこともあります。文字と映
像、どちらも違った長所短所がありますが、それぞ
れ片方手に取りやすい方を見るもよし。でも本音を
言えばどちらも手に取って様々な視点から見る楽
しみを味わっていただきたいです。

文字と映像 人それぞれの楽しみ方
Writer  中村

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！

お正月 ［お雑煮］

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、若林さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一のの金田一の
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インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　日本のお正月の定番料理といえば、やっぱりお雑煮でしょ
うか。お雑煮に欠かせないお餅は、東日本の四角い角餅と
西日本の丸餅と東西で形が異なります。もともと餅は丸い
ものでしたが、江戸時代に人口過密状態であった江戸では
注文が多すぎてお餅を丸めていられなくなり、のし餅にして
から切り分けた四角い角餅の誕生となりました。
　その形の境界線は岐阜県の関ケ原周辺になるそうです。
関ケ原はその昔に「徳川家の東軍」と「豊臣家の西軍」が相
対した決戦の地。お餅の天下分け目も関ケ原にあるなんて
興味深い話ですね。

今回は昨今コンビニや薬局でも頻繁に流れ、耳にする機
会も多くなったアニメソングを解説したいと思います。
アニメソングとはアニメと歌、曲を意味するソングを組
み合わせた和製英語で、具体的にはアニメのオープニン
グやエンディング、挿入歌などで使われる曲の総称で
す。曲の特徴としてはタイトルや作品内の用語を取り入
れたポップな曲から一般の軽音楽と区別のつかない曲
など様々ですが最大の特徴と魅力はアニメの世界観に
沿った歌詞や曲調によって、アニメへの造詣をより深く
してくれることだと思います。皆様もこの機会にアニメ
ソングを聞いてみてはいかがでしょう？

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

情熱的にも神秘的にも！
魂燃やすアニメソング

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響により、家で過ごす日々が多
くなりましたが、普段家では何をしてお過
ごしでしょうか？

実はコロナ前と比べても、家に居る時の
ペース自体は変わっていません。というの
も、いちばんの楽しみが音楽鑑賞なので。

なるほど！どのくらい音楽を聴いていますか？

明るい時間から家で音楽を聴くのは落ち
着かないので、夕食後に聴き始めることが
多いです。聴くのはほぼクラシックなので1
曲で1時間かかるような場合もありますが、
調子に乗ると日付が変わってもまだ聴いて
いることはよくあります。

写真ではたくさんのCDがありますね！おす
すめのCDはありますか？

最近のお気に入りはオークションで入手し
たハンガリー出身のピアニスト、アニー・
フィッシャーが弾いたベートーヴェンのピ
アノ・ソナタ全集ですね。硬派で積極的な
つくりが素晴らしいと思います。

毎年恒例の「防災・減災コンサート」。今回も、感染対策をしっかりと取りながら開催します。
「もしホールで公演の最中に地震が起こったら、あなたならどうしますか…？」
いざという時に備えて、一緒に学びましょう！ ご応募お待ちしております！
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新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がけ
て参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀
新年

①～③の項目をご記入のうえ、はがきまたは電子メールにてお申込ください。
①氏名（※2名まで記入可）　②代表者住所　③代表者電話番号（日中連絡の取れる番号）
▶ 応 募  先   〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　         日本特殊陶業市民会館　「防災・減災コンサート」係
　            　電子メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp
▶ 応募締切　2月20日（日）※必着

※1応募につき2名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。　※締切後一週間以内に郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

日  時　 2022年3月11日（金） 開場12：30 / 開演13：30　場  所　 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
出  演　 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリス　　　　　定  員　 700名　※参加無料、要事前応募制
開催内容　 ● 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリスによる演奏と演技 ● 中警察署・中消防署による防災講話
　　　　 ● 陸前高田市との「絆の日」 特別講演 「東日本大震災の教訓と陸前高田市との友好都市交流」
　　　　 講師：名古屋市観光文化交流局付主査 千葉 斉昭 氏
　　　　 ● シェイクアウト訓練、ホール暗闇体験

1月15日（土）から参加募集開始！！

応募方法
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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:栗木]

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

一年の計は元旦にあり。新年を迎えるにあたり、その一年にすべきことを年
の初めの元旦に計画を立てることで、その年を有意義なものにできる。物事
を成し遂げるためには、最初に計画をし、積み上げて行くことが大切という
ことです。毎年、「今年こそは、こうありたい」と理想を盛り込んだ計画とい
う名の妄想を立ててはいるのです。しかし、継続できなければ意味がない。
分かってはいるのです！分かってはいても、続かないんですよねぇ。

※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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※ 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・
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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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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 2022.1
※ 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 1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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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 2022.1
※ 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 1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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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(月・祝)

(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(金)

(月)

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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27

28

31

(金)

(土)

(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(木)

(土)

(日)

(木)

(金)

(月)

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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 2022.1
※ 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 1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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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(月・祝)

(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(金)

(月)

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(木)

(土)

(日)

(木)

(金)

(月)

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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 2022.1
※ 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 1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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(金)

(月)

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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(土)

(日)

(木)

(金)

(月)

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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/2022年1月末日迄

n i j i

2022

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

　皆さんは世に出ている作品を手に取って楽しも
うと思うとき、文字と映像ならどちらを取りますか？
ざっくりと言えば文字は小説、映像は映画・ドラマ
になりますがどちらも違った魅力のある媒体です。
個人的な見解ですが誰かにおすすめしたい時に手
軽なのは映像ではと思います、見ているだけでOK
ですからね。ですが小説の場合、読書をしない人に
はハードルが高いとしても是非読んでもらいたい、
と思う作品もあります。複雑な心境です。
　私の場合は映画一本見る場合でも様々な思惑
（？）を巡らせながら見ます。この映画は原作の小説

が好きだから楽しみだ、いやでもあの場面はどう再
現するのだろう？とあれこれ考える。または事前知
識無しで見たけどとても良かったから原作も買って
みよう、となることもあります。さらに別のパターン
では映画が公開する前に原作を読んでおきたい！と
意気込んで結局本を買うことも借りることもなく心
の中に積んでおく…何てこともあります。文字と映
像、どちらも違った長所短所がありますが、それぞ
れ片方手に取りやすい方を見るもよし。でも本音を
言えばどちらも手に取って様々な視点から見る楽
しみを味わっていただきたいです。

文字と映像 人それぞれの楽しみ方
Writer  中村

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！

お正月 ［お雑煮］

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、若林さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一のの金田一の

Q

A

Q
A

Q

A

Q

A

Q
A

Q

A

インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　日本のお正月の定番料理といえば、やっぱりお雑煮でしょ
うか。お雑煮に欠かせないお餅は、東日本の四角い角餅と
西日本の丸餅と東西で形が異なります。もともと餅は丸い
ものでしたが、江戸時代に人口過密状態であった江戸では
注文が多すぎてお餅を丸めていられなくなり、のし餅にして
から切り分けた四角い角餅の誕生となりました。
　その形の境界線は岐阜県の関ケ原周辺になるそうです。
関ケ原はその昔に「徳川家の東軍」と「豊臣家の西軍」が相
対した決戦の地。お餅の天下分け目も関ケ原にあるなんて
興味深い話ですね。

今回は昨今コンビニや薬局でも頻繁に流れ、耳にする機
会も多くなったアニメソングを解説したいと思います。
アニメソングとはアニメと歌、曲を意味するソングを組
み合わせた和製英語で、具体的にはアニメのオープニン
グやエンディング、挿入歌などで使われる曲の総称で
す。曲の特徴としてはタイトルや作品内の用語を取り入
れたポップな曲から一般の軽音楽と区別のつかない曲
など様々ですが最大の特徴と魅力はアニメの世界観に
沿った歌詞や曲調によって、アニメへの造詣をより深く
してくれることだと思います。皆様もこの機会にアニメ
ソングを聞いてみてはいかがでしょう？

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

催
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執筆:栗木

情熱的にも神秘的にも！
魂燃やすアニメソング

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響により、家で過ごす日々が多
くなりましたが、普段家では何をしてお過
ごしでしょうか？

実はコロナ前と比べても、家に居る時の
ペース自体は変わっていません。というの
も、いちばんの楽しみが音楽鑑賞なので。

なるほど！どのくらい音楽を聴いていますか？

明るい時間から家で音楽を聴くのは落ち
着かないので、夕食後に聴き始めることが
多いです。聴くのはほぼクラシックなので1
曲で1時間かかるような場合もありますが、
調子に乗ると日付が変わってもまだ聴いて
いることはよくあります。

写真ではたくさんのCDがありますね！おす
すめのCDはありますか？

最近のお気に入りはオークションで入手し
たハンガリー出身のピアニスト、アニー・
フィッシャーが弾いたベートーヴェンのピ
アノ・ソナタ全集ですね。硬派で積極的な
つくりが素晴らしいと思います。

毎年恒例の「防災・減災コンサート」。今回も、感染対策をしっかりと取りながら開催します。
「もしホールで公演の最中に地震が起こったら、あなたならどうしますか…？」
いざという時に備えて、一緒に学びましょう！ ご応募お待ちしております！
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新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がけ
て参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀
新年

①～③の項目をご記入のうえ、はがきまたは電子メールにてお申込ください。
①氏名（※2名まで記入可）　②代表者住所　③代表者電話番号（日中連絡の取れる番号）
▶ 応 募  先   〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　         日本特殊陶業市民会館　「防災・減災コンサート」係
　            　電子メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp
▶ 応募締切　2月20日（日）※必着

※1応募につき2名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。　※締切後一週間以内に郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

日  時　 2022年3月11日（金） 開場12：30 / 開演13：30　場  所　 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
出  演　 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリス　　　　　定  員　 700名　※参加無料、要事前応募制
開催内容　 ● 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリスによる演奏と演技 ● 中警察署・中消防署による防災講話
　　　　 ● 陸前高田市との「絆の日」 特別講演 「東日本大震災の教訓と陸前高田市との友好都市交流」
　　　　 講師：名古屋市観光文化交流局付主査 千葉 斉昭 氏
　　　　 ● シェイクアウト訓練、ホール暗闇体験

1月15日（土）から参加募集開始！！

応募方法
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大
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通

古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山

5 14～～

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

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

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

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

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

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

20％off

元日休業

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

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

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

串カツ1本100円を
50円

年中無休

営業
時間

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

編 集 後 記 [Writer:栗木]

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

一年の計は元旦にあり。新年を迎えるにあたり、その一年にすべきことを年
の初めの元旦に計画を立てることで、その年を有意義なものにできる。物事
を成し遂げるためには、最初に計画をし、積み上げて行くことが大切という
ことです。毎年、「今年こそは、こうありたい」と理想を盛り込んだ計画とい
う名の妄想を立ててはいるのです。しかし、継続できなければ意味がない。
分かってはいるのです！分かってはいても、続かないんですよねぇ。

※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 2022.1
※ 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 1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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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22

23

27

28

31

(金)

(土)

(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(木)

(土)

(日)

(木)

(金)

(月)

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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 2022.1
※ 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 1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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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(金)

(月・祝)

(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(金)

(月)

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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(金)

(土)

(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(木)

(土)

(日)

(木)

(金)

(月)

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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/2022年1月末日迄

n i j i

2022

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

　皆さんは世に出ている作品を手に取って楽しも
うと思うとき、文字と映像ならどちらを取りますか？
ざっくりと言えば文字は小説、映像は映画・ドラマ
になりますがどちらも違った魅力のある媒体です。
個人的な見解ですが誰かにおすすめしたい時に手
軽なのは映像ではと思います、見ているだけでOK
ですからね。ですが小説の場合、読書をしない人に
はハードルが高いとしても是非読んでもらいたい、
と思う作品もあります。複雑な心境です。
　私の場合は映画一本見る場合でも様々な思惑
（？）を巡らせながら見ます。この映画は原作の小説

が好きだから楽しみだ、いやでもあの場面はどう再
現するのだろう？とあれこれ考える。または事前知
識無しで見たけどとても良かったから原作も買って
みよう、となることもあります。さらに別のパターン
では映画が公開する前に原作を読んでおきたい！と
意気込んで結局本を買うことも借りることもなく心
の中に積んでおく…何てこともあります。文字と映
像、どちらも違った長所短所がありますが、それぞ
れ片方手に取りやすい方を見るもよし。でも本音を
言えばどちらも手に取って様々な視点から見る楽
しみを味わっていただきたいです。

文字と映像 人それぞれの楽しみ方
Writer  中村

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！

お正月 ［お雑煮］

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、若林さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一金田一のの金田一の
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インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！インタビュー！
突撃突撃

　日本のお正月の定番料理といえば、やっぱりお雑煮でしょ
うか。お雑煮に欠かせないお餅は、東日本の四角い角餅と
西日本の丸餅と東西で形が異なります。もともと餅は丸い
ものでしたが、江戸時代に人口過密状態であった江戸では
注文が多すぎてお餅を丸めていられなくなり、のし餅にして
から切り分けた四角い角餅の誕生となりました。
　その形の境界線は岐阜県の関ケ原周辺になるそうです。
関ケ原はその昔に「徳川家の東軍」と「豊臣家の西軍」が相
対した決戦の地。お餅の天下分け目も関ケ原にあるなんて
興味深い話ですね。

今回は昨今コンビニや薬局でも頻繁に流れ、耳にする機
会も多くなったアニメソングを解説したいと思います。
アニメソングとはアニメと歌、曲を意味するソングを組
み合わせた和製英語で、具体的にはアニメのオープニン
グやエンディング、挿入歌などで使われる曲の総称で
す。曲の特徴としてはタイトルや作品内の用語を取り入
れたポップな曲から一般の軽音楽と区別のつかない曲
など様々ですが最大の特徴と魅力はアニメの世界観に
沿った歌詞や曲調によって、アニメへの造詣をより深く
してくれることだと思います。皆様もこの機会にアニメ
ソングを聞いてみてはいかがでしょう？

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

Writer  中村

大変興味深いお話、ありがとうございました！

施設ご利用にあたってのお願い

コロナの影響により、家で過ごす日々が多
くなりましたが、普段家では何をしてお過
ごしでしょうか？

実はコロナ前と比べても、家に居る時の
ペース自体は変わっていません。というの
も、いちばんの楽しみが音楽鑑賞なので。

なるほど！どのくらい音楽を聴いていますか？

明るい時間から家で音楽を聴くのは落ち
着かないので、夕食後に聴き始めることが
多いです。聴くのはほぼクラシックなので1
曲で1時間かかるような場合もありますが、
調子に乗ると日付が変わってもまだ聴いて
いることはよくあります。

写真ではたくさんのCDがありますね！おす
すめのCDはありますか？

最近のお気に入りはオークションで入手し
たハンガリー出身のピアニスト、アニー・
フィッシャーが弾いたベートーヴェンのピ
アノ・ソナタ全集ですね。硬派で積極的な
つくりが素晴らしいと思います。

毎年恒例の「防災・減災コンサート」。今回も、感染対策をしっかりと取りながら開催します。
「もしホールで公演の最中に地震が起こったら、あなたならどうしますか…？」
いざという時に備えて、一緒に学びましょう！ ご応募お待ちしております！
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新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心がけ
て参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀
新年

①～③の項目をご記入のうえ、はがきまたは電子メールにてお申込ください。
①氏名（※2名まで記入可）　②代表者住所　③代表者電話番号（日中連絡の取れる番号）
▶ 応 募  先   〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　         日本特殊陶業市民会館　「防災・減災コンサート」係
　            　電子メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp
▶ 応募締切　2月20日（日）※必着

※1応募につき2名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。　※締切後一週間以内に郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。　※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力をお願いいたします。

日  時　 2022年3月11日（金） 開場12：30 / 開演13：30　場  所　 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
出  演　 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリス　　　　　定  員　 700名　※参加無料、要事前応募制
開催内容　 ● 愛知県警察音楽隊、フレッシュ・アイリスによる演奏と演技 ● 中警察署・中消防署による防災講話
　　　　 ● 陸前高田市との「絆の日」 特別講演 「東日本大震災の教訓と陸前高田市との友好都市交流」
　　　　 講師：名古屋市観光文化交流局付主査 千葉 斉昭 氏
　　　　 ● シェイクアウト訓練、ホール暗闇体験

1月15日（土）から参加募集開始！！

応募方法
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大
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通

古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山

5 14～～

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

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

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

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

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

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

20％off

元日休業

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

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

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

串カツ1本100円を
50円

年中無休

営業
時間

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

編 集 後 記 [Writer:栗木]

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

一年の計は元旦にあり。新年を迎えるにあたり、その一年にすべきことを年
の初めの元旦に計画を立てることで、その年を有意義なものにできる。物事
を成し遂げるためには、最初に計画をし、積み上げて行くことが大切という
ことです。毎年、「今年こそは、こうありたい」と理想を盛り込んだ計画とい
う名の妄想を立ててはいるのです。しかし、継続できなければ意味がない。
分かってはいるのです！分かってはいても、続かないんですよねぇ。

※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 2022.1
※ 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 1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

1月5日(水) 1月5日(水)

◆点検日 1月4日（火）・11日（火）・24日（月）
◆点検日 1月17日（月）・24日（月）
◆臨時休館日 1月28日（金）～31日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8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） 8月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 4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） 4月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 2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

12月15日現在

12月15日現在

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

※新型コロナウイルス感染症の影響により出演者が変更になる場合があります。

第79回 市民会館名曲シリーズ
注目のソリストたちとの三大協奏曲

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

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

［ 日時：1月14日(金) 18：45開演 ］

第497回定期演奏会〈スペシャリティ〉シリーズ
小泉和裕のチャイコフスキー

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

愛知県芸術劇場 コンサートホール
S席：￥6,400 ～ D席：￥2,200 ほか

［ 日時：1月21日(金) 18：45開演／22日(土) 16：00開演 ］

指揮：小泉 和裕
ピアノ：アンドレイ・コロベイニコフ*
・モーツァルト：交響曲第31番『パリ』
・ラフマニノフ：パガニーニの主題による狂詩曲*
・チャイコフスキー：交響曲第1番 『冬の日の幻想』

▶出演者

▶プログラム

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。

▶出演者

▶プログラム

指揮：円光寺 雅彦
ヴァイオリン：富田 心*
チェロ：中木 健二**
ピアノ：アンドレイ・ググニン***
・メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲*
・ドヴォルザーク：チェロ協奏曲**
・チャイコフスキー：ピアノ協奏曲第1番***

鬼太鼓座５０周年記念公演　「空観」

令和4年熱田区成人式

春風亭小朝　新春独演会

ガラスの動物園

「ミュージカルＯ.Ｇ.」

令和3年度　生活発表会

KERA CROSS第四弾
SLAPSTICKS 

高齢者相談対応人材育成研修会
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名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

（主催）熱田区成人式実行委員会
（問）名古屋市熱田区役所地域力推進室
052-683-9425
(HP)https://www.city.nagoya.jp/
atsuta/page/0000141591.html

名古屋市文化振興事業団
名古屋市文化振興事業団チケットガイド
（平日9:00～17:00）
052-249-9387

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)

名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

認定こども園昭和保育園
052-881-9756

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)

一般社団法人
愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会
052-265-6398

S席：3,800円
A席：3,000円

新成人ご本人様のみ入場可
（無料）

事業団友の会会員：1,800円
一般：3,000円

全席指定：11,000円

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

関係者のみ

全席指定：10,500円

事前申込制　無料
https://www.aichi-kaigo.org/

18:30～20:30

10:20～11:30

13:00～15:00

18:00～未定

①13:00～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～20:50

13:30～15:20

16:30～19:30

13:00～未定

14:00～17:30

UNISON SQUARE GARDEN
TOUR2021-2022「Patrick Vegee」

爆笑!お笑いエンタメライブ2022 in名古屋

舞太鼓あすか組　天空の宴

第79回市民会館名曲シリーズ
〈注目のソリストたちとの三大協奏曲〉

めいちゃん ワンマンライブ
「夢街ナイトウォーク」

蒼井翔太 LIVE
2021-2022 WONDER lab.coRe

劇団四季の
アンドリュー・ロイド＝ウェバー コンサート

Hello! Project 2022 Winter
～LOVE & PEACE～

PARCO PRODUCE 2021
音楽劇「海王星」

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」

島津亜矢　コンサート2022【振替公演】
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サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

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)

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

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定：5,900円

全席指定：4,500円

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

全席指定：8,800円

S席：12,100円
Ａ席：8,800円
Ｂ席：6,600円

全席着席指定席：8,300円

S席：13,000円
A席：11,000円
U-25チケット：6,000円

全席指定：7,800円

全席指定：7,500円

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

18:30～20:30

18:45～20:45

①15:30～未定
②19:00～未定

18:00～未定

18:30～21:00

①13:30～16:00
②18:30～21:00

13:30～16:00

①15:00～未定
②18:30～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

13:00～未定

19:00～未定

①13:00～15:00
②17:00～19:00

〈 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


