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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

　2月といえば、、、そう！バレンタインの季節がやってき
ました！！
　毎年百貨店で開催されるバレンタインフェアには、国
内外問わず多くのブランドが出店。テレビでも多く取り
上げられほど賑わっていますよね！私自身も自分へのご
褒美として普段買えないようなチョコレートを購入する
ために足を運んでいます。さすがに長蛇の列に並ぶこ
とまではしないので、多くの女性達が目当ての商品を
ゲットするために並んでいるのを目にすると、すごいな
～と思っています。催事には限定商品や個性豊かな商
品など沢山の種類がありすぎて、なかなか決められな

いのが悩みです。。。催事内をグルグル回って、結局購
入するまでに30分以上はかかりますし、1回行っただけ
では決められないこともあります。みなさんは、どのよ
うな種類のチョコレートがお好きでしょうか？？私はト
リュフチョコレートです！ちなみに名称の由来は、高級食
材のトリュフに似ていることのようです。意外と単純な
理由でした笑”　個人的にはリンツのリンドールが大好
きです☆有名ですよね！
　それにしても、いつか一粒千円位する人気ブランド
の高級チョコレートを食べて贅沢してみたいもので
す、、、

冬のあま～いイベントがやってくる♪♪
Writer  渡邉

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！

節分 ［豆まき］

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、太田さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-
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　「鬼は外、福は内」と豆を撒いて、厄除けを行う節分。豆は
「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払
い、無病息災を願います。
　豆まきは楽しい行事ですが、後日思わぬ場所から豆が出
てきたりして後の掃除が煩わしいですよね。それ故に、我が
家では殻付きの落花生を撒いていましたが、ある年から小
さな三角パックに入った甘納豆に変わっており唖然としてし
まいました。母曰く、甘納豆の方が好きだからとのことです
が、甘く柔らかい豆とは…。鬼たちからの苦笑が聞こえてき
そうです。

今回は、アニメや日本語吹替洋画を見る際には必ず耳
にする、人やキャラクターの「声」を吹き込む職業・声優
について解説したいと思います。声優（せいゆう）とは
映像作品や音声作品に、自身の姿を見せずに声だけで
出演する俳優のことです。広義にはナレーターも含ま
れます。イラストが動くアニメには勿論のこと身近な所
ではバラエティ番組のナレーターやカーナビなどにも
声優によって声が付けられています。昨今はラジオ番
組やライブなどで顔出しをされる方も多く、認知度も
高まりつつある職業です。皆様も素敵な声だな、と思う
方を是非見つけ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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役に生命を吹き込む
職業・声優

Writer  中村

ご協力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、最近始めたことはあります
か？

コロナ禍になってから始めたという訳ではな
いのですが、ピアスやネックレスなど、自分
用のアクセサリーを作ったりしています。

面白そうですね、始めたきっかけを教えてく
ださい。

欲しいデザインのものがお店になかった時
に、友人に「自分で作ってみたら」と言われ、
なるほど！と思い作り始めました。最初はでき
るか不安でしたが、自分好みのデザインのも
のが出来上がってくるとすごく嬉しくて、時
間を忘れるほど夢中で作ってしまいます。

いいですね！たくさん作れると楽しくなりま
すよね。

今は自分用とプレゼントで作ったりしている
のですが、友人がマルシェに出店しているの
で、いつかお店の片隅に一緒に出させても
らえるぐらいの物が作れたらいいなと思い
ます。

市民会館ホームページに、バーチャルビューイングという機能があるのをご存じですか？パソ
コンからでもスマホからでも、簡単にホール内のパノラマ画像を見ることができるんです！
「ステージ上からの景色を見てみたい！」「客席からステージの見え方を知りたい！」と思ったと
きに、ぜひご利用いただきたい機能です。お時間あるときに、覗いてみてくださいね！

下記QRコードを読み取ってご利用ください。

パソコンからのアクセス方法

バーチャルビューイングの操作方法

スマホからのアクセス方法

上下左右に見る角度
を変えられるボタン
や、拡大・縮小ボタン
などがあります。360
度パノラマ画像で、
周りを自由に見渡す
ことができます。

画面操作
ボタン
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ホールの中を覗いてみよう!
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フォレストホールとビ
レッジホールの切り
替えができるボタン
です。

ホール
切り替えボタン

❷

音響や照明、舞台機
構の詳細が表示され
ます。不明な点や、さ
らに詳しいことが知
りたい場合は会館へ
ご連絡ください。

舞台詳細表示
ボタン

❸

バーチャルビューイ
ングの詳しい操作方
法が出てきます。操
作方法が不明な場合
は、こちらでご確認く
ださい。

操作方法
ボタン

❹

舞台上の幕や緞帳
の切り替えができる
ボタンです。幕や緞
帳の種類によって雰
囲気が変わって面白
いので押してみてく
ださいね。

緞帳切り替え
ボタン

どんちょう❺

客席やステージ、ホ
ワイエなど見る場所
を変えたいときに押
してください。

表示場所
切り替えボタン

❻

ホームページの
サイドバナー
をクリック

https://nagoya-shimin.hall-info.jp
市民会館ホームページのサイドバナーからご覧いただくことができます。
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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
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1

アスナル金山

5 14～～

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

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

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

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

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

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

20％off

元日休業

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

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

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

串カツ1本100円を
50円

年中無休

営業
時間

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

編 集 後 記 [Writer:廣田]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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いよいよ2/11(金・祝)より、映画「WEST SIDE STORY」が公開されます！
1961年に公開された映画が大好きで、舞台公演も何度か観劇しましたが、
今回あのスピルバーグ監督によるリメイクということもあり、公開日をい
まかいまかと待ちわびていました。(当初は2020年12月公開予定だった
のです…)予告映像ですでにワクワクが止まらないですが、体育館でのダ
ンスシーンやトニーとマリアの”Tonight”をはじめ、好きなシーンがたく
さんありますが、一体どんな風に仕上がっているのかとても楽しみです。
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年2月末日迄
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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

　2月といえば、、、そう！バレンタインの季節がやってき
ました！！
　毎年百貨店で開催されるバレンタインフェアには、国
内外問わず多くのブランドが出店。テレビでも多く取り
上げられほど賑わっていますよね！私自身も自分へのご
褒美として普段買えないようなチョコレートを購入する
ために足を運んでいます。さすがに長蛇の列に並ぶこ
とまではしないので、多くの女性達が目当ての商品を
ゲットするために並んでいるのを目にすると、すごいな
～と思っています。催事には限定商品や個性豊かな商
品など沢山の種類がありすぎて、なかなか決められな

いのが悩みです。。。催事内をグルグル回って、結局購
入するまでに30分以上はかかりますし、1回行っただけ
では決められないこともあります。みなさんは、どのよ
うな種類のチョコレートがお好きでしょうか？？私はト
リュフチョコレートです！ちなみに名称の由来は、高級食
材のトリュフに似ていることのようです。意外と単純な
理由でした笑”　個人的にはリンツのリンドールが大好
きです☆有名ですよね！
　それにしても、いつか一粒千円位する人気ブランド
の高級チョコレートを食べて贅沢してみたいもので
す、、、

冬のあま～いイベントがやってくる♪♪
Writer  渡邉

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！

節分 ［豆まき］

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、太田さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一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

　「鬼は外、福は内」と豆を撒いて、厄除けを行う節分。豆は
「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払
い、無病息災を願います。
　豆まきは楽しい行事ですが、後日思わぬ場所から豆が出
てきたりして後の掃除が煩わしいですよね。それ故に、我が
家では殻付きの落花生を撒いていましたが、ある年から小
さな三角パックに入った甘納豆に変わっており唖然としてし
まいました。母曰く、甘納豆の方が好きだからとのことです
が、甘く柔らかい豆とは…。鬼たちからの苦笑が聞こえてき
そうです。

今回は、アニメや日本語吹替洋画を見る際には必ず耳
にする、人やキャラクターの「声」を吹き込む職業・声優
について解説したいと思います。声優（せいゆう）とは
映像作品や音声作品に、自身の姿を見せずに声だけで
出演する俳優のことです。広義にはナレーターも含ま
れます。イラストが動くアニメには勿論のこと身近な所
ではバラエティ番組のナレーターやカーナビなどにも
声優によって声が付けられています。昨今はラジオ番
組やライブなどで顔出しをされる方も多く、認知度も
高まりつつある職業です。皆様も素敵な声だな、と思う
方を是非見つけ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

役に生命を吹き込む
職業・声優

Writer  中村

ご協力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、最近始めたことはあります
か？

コロナ禍になってから始めたという訳ではな
いのですが、ピアスやネックレスなど、自分
用のアクセサリーを作ったりしています。

面白そうですね、始めたきっかけを教えてく
ださい。

欲しいデザインのものがお店になかった時
に、友人に「自分で作ってみたら」と言われ、
なるほど！と思い作り始めました。最初はでき
るか不安でしたが、自分好みのデザインのも
のが出来上がってくるとすごく嬉しくて、時
間を忘れるほど夢中で作ってしまいます。

いいですね！たくさん作れると楽しくなりま
すよね。

今は自分用とプレゼントで作ったりしている
のですが、友人がマルシェに出店しているの
で、いつかお店の片隅に一緒に出させても
らえるぐらいの物が作れたらいいなと思い
ます。

市民会館ホームページに、バーチャルビューイングという機能があるのをご存じですか？パソ
コンからでもスマホからでも、簡単にホール内のパノラマ画像を見ることができるんです！
「ステージ上からの景色を見てみたい！」「客席からステージの見え方を知りたい！」と思ったと
きに、ぜひご利用いただきたい機能です。お時間あるときに、覗いてみてくださいね！

下記QRコードを読み取ってご利用ください。

パソコンからのアクセス方法

バーチャルビューイングの操作方法

スマホからのアクセス方法

上下左右に見る角度
を変えられるボタン
や、拡大・縮小ボタン
などがあります。360
度パノラマ画像で、
周りを自由に見渡す
ことができます。

画面操作
ボタン
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❶

❷

❷

❶

❶

❻

❻

❸

❸

❹ ❹❺

フォレストホールとビ
レッジホールの切り
替えができるボタン
です。

ホール
切り替えボタン

❷

音響や照明、舞台機
構の詳細が表示され
ます。不明な点や、さ
らに詳しいことが知
りたい場合は会館へ
ご連絡ください。

舞台詳細表示
ボタン

❸

バーチャルビューイ
ングの詳しい操作方
法が出てきます。操
作方法が不明な場合
は、こちらでご確認く
ださい。

操作方法
ボタン

❹

舞台上の幕や緞帳
の切り替えができる
ボタンです。幕や緞
帳の種類によって雰
囲気が変わって面白
いので押してみてく
ださいね。

緞帳切り替え
ボタン

どんちょう❺

客席やステージ、ホ
ワイエなど見る場所
を変えたいときに押
してください。

表示場所
切り替えボタン

❻

ホームページの
サイドバナー
をクリック

https://nagoya-shimin.hall-info.jp
市民会館ホームページのサイドバナーからご覧いただくことができます。
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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:廣田]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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いよいよ2/11(金・祝)より、映画「WEST SIDE STORY」が公開されます！
1961年に公開された映画が大好きで、舞台公演も何度か観劇しましたが、
今回あのスピルバーグ監督によるリメイクということもあり、公開日をい
まかいまかと待ちわびていました。(当初は2020年12月公開予定だった
のです…)予告映像ですでにワクワクが止まらないですが、体育館でのダ
ンスシーンやトニーとマリアの”Tonight”をはじめ、好きなシーンがたく
さんありますが、一体どんな風に仕上がっているのかとても楽しみです。
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年2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

　2月といえば、、、そう！バレンタインの季節がやってき
ました！！
　毎年百貨店で開催されるバレンタインフェアには、国
内外問わず多くのブランドが出店。テレビでも多く取り
上げられほど賑わっていますよね！私自身も自分へのご
褒美として普段買えないようなチョコレートを購入する
ために足を運んでいます。さすがに長蛇の列に並ぶこ
とまではしないので、多くの女性達が目当ての商品を
ゲットするために並んでいるのを目にすると、すごいな
～と思っています。催事には限定商品や個性豊かな商
品など沢山の種類がありすぎて、なかなか決められな

いのが悩みです。。。催事内をグルグル回って、結局購
入するまでに30分以上はかかりますし、1回行っただけ
では決められないこともあります。みなさんは、どのよ
うな種類のチョコレートがお好きでしょうか？？私はト
リュフチョコレートです！ちなみに名称の由来は、高級食
材のトリュフに似ていることのようです。意外と単純な
理由でした笑”　個人的にはリンツのリンドールが大好
きです☆有名ですよね！
　それにしても、いつか一粒千円位する人気ブランド
の高級チョコレートを食べて贅沢してみたいもので
す、、、

冬のあま～いイベントがやってくる♪♪
Writer  渡邉

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！

節分 ［豆まき］

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、太田さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一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

　「鬼は外、福は内」と豆を撒いて、厄除けを行う節分。豆は
「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払
い、無病息災を願います。
　豆まきは楽しい行事ですが、後日思わぬ場所から豆が出
てきたりして後の掃除が煩わしいですよね。それ故に、我が
家では殻付きの落花生を撒いていましたが、ある年から小
さな三角パックに入った甘納豆に変わっており唖然としてし
まいました。母曰く、甘納豆の方が好きだからとのことです
が、甘く柔らかい豆とは…。鬼たちからの苦笑が聞こえてき
そうです。

今回は、アニメや日本語吹替洋画を見る際には必ず耳
にする、人やキャラクターの「声」を吹き込む職業・声優
について解説したいと思います。声優（せいゆう）とは
映像作品や音声作品に、自身の姿を見せずに声だけで
出演する俳優のことです。広義にはナレーターも含ま
れます。イラストが動くアニメには勿論のこと身近な所
ではバラエティ番組のナレーターやカーナビなどにも
声優によって声が付けられています。昨今はラジオ番
組やライブなどで顔出しをされる方も多く、認知度も
高まりつつある職業です。皆様も素敵な声だな、と思う
方を是非見つけ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

役に生命を吹き込む
職業・声優

Writer  中村

ご協力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、最近始めたことはあります
か？

コロナ禍になってから始めたという訳ではな
いのですが、ピアスやネックレスなど、自分
用のアクセサリーを作ったりしています。

面白そうですね、始めたきっかけを教えてく
ださい。

欲しいデザインのものがお店になかった時
に、友人に「自分で作ってみたら」と言われ、
なるほど！と思い作り始めました。最初はでき
るか不安でしたが、自分好みのデザインのも
のが出来上がってくるとすごく嬉しくて、時
間を忘れるほど夢中で作ってしまいます。

いいですね！たくさん作れると楽しくなりま
すよね。

今は自分用とプレゼントで作ったりしている
のですが、友人がマルシェに出店しているの
で、いつかお店の片隅に一緒に出させても
らえるぐらいの物が作れたらいいなと思い
ます。

市民会館ホームページに、バーチャルビューイングという機能があるのをご存じですか？パソ
コンからでもスマホからでも、簡単にホール内のパノラマ画像を見ることができるんです！
「ステージ上からの景色を見てみたい！」「客席からステージの見え方を知りたい！」と思ったと
きに、ぜひご利用いただきたい機能です。お時間あるときに、覗いてみてくださいね！

下記QRコードを読み取ってご利用ください。

パソコンからのアクセス方法

バーチャルビューイングの操作方法

スマホからのアクセス方法

上下左右に見る角度
を変えられるボタン
や、拡大・縮小ボタン
などがあります。360
度パノラマ画像で、
周りを自由に見渡す
ことができます。

画面操作
ボタン
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❶

❷

❷

❶

❶

❻

❻

❸

❸

❹ ❹❺

フォレストホールとビ
レッジホールの切り
替えができるボタン
です。

ホール
切り替えボタン

❷

音響や照明、舞台機
構の詳細が表示され
ます。不明な点や、さ
らに詳しいことが知
りたい場合は会館へ
ご連絡ください。

舞台詳細表示
ボタン

❸

バーチャルビューイ
ングの詳しい操作方
法が出てきます。操
作方法が不明な場合
は、こちらでご確認く
ださい。

操作方法
ボタン

❹

舞台上の幕や緞帳
の切り替えができる
ボタンです。幕や緞
帳の種類によって雰
囲気が変わって面白
いので押してみてく
ださいね。

緞帳切り替え
ボタン

どんちょう❺

客席やステージ、ホ
ワイエなど見る場所
を変えたいときに押
してください。

表示場所
切り替えボタン

❻

ホームページの
サイドバナー
をクリック

https://nagoya-shimin.hall-info.jp
市民会館ホームページのサイドバナーからご覧いただくことができます。
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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:廣田]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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いよいよ2/11(金・祝)より、映画「WEST SIDE STORY」が公開されます！
1961年に公開された映画が大好きで、舞台公演も何度か観劇しましたが、
今回あのスピルバーグ監督によるリメイクということもあり、公開日をい
まかいまかと待ちわびていました。(当初は2020年12月公開予定だった
のです…)予告映像ですでにワクワクが止まらないですが、体育館でのダ
ンスシーンやトニーとマリアの”Tonight”をはじめ、好きなシーンがたく
さんありますが、一体どんな風に仕上がっているのかとても楽しみです。
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年2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

　2月といえば、、、そう！バレンタインの季節がやってき
ました！！
　毎年百貨店で開催されるバレンタインフェアには、国
内外問わず多くのブランドが出店。テレビでも多く取り
上げられほど賑わっていますよね！私自身も自分へのご
褒美として普段買えないようなチョコレートを購入する
ために足を運んでいます。さすがに長蛇の列に並ぶこ
とまではしないので、多くの女性達が目当ての商品を
ゲットするために並んでいるのを目にすると、すごいな
～と思っています。催事には限定商品や個性豊かな商
品など沢山の種類がありすぎて、なかなか決められな

いのが悩みです。。。催事内をグルグル回って、結局購
入するまでに30分以上はかかりますし、1回行っただけ
では決められないこともあります。みなさんは、どのよ
うな種類のチョコレートがお好きでしょうか？？私はト
リュフチョコレートです！ちなみに名称の由来は、高級食
材のトリュフに似ていることのようです。意外と単純な
理由でした笑”　個人的にはリンツのリンドールが大好
きです☆有名ですよね！
　それにしても、いつか一粒千円位する人気ブランド
の高級チョコレートを食べて贅沢してみたいもので
す、、、

冬のあま～いイベントがやってくる♪♪
Writer  渡邉

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！

節分 ［豆まき］

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、太田さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一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

　「鬼は外、福は内」と豆を撒いて、厄除けを行う節分。豆は
「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払
い、無病息災を願います。
　豆まきは楽しい行事ですが、後日思わぬ場所から豆が出
てきたりして後の掃除が煩わしいですよね。それ故に、我が
家では殻付きの落花生を撒いていましたが、ある年から小
さな三角パックに入った甘納豆に変わっており唖然としてし
まいました。母曰く、甘納豆の方が好きだからとのことです
が、甘く柔らかい豆とは…。鬼たちからの苦笑が聞こえてき
そうです。

今回は、アニメや日本語吹替洋画を見る際には必ず耳
にする、人やキャラクターの「声」を吹き込む職業・声優
について解説したいと思います。声優（せいゆう）とは
映像作品や音声作品に、自身の姿を見せずに声だけで
出演する俳優のことです。広義にはナレーターも含ま
れます。イラストが動くアニメには勿論のこと身近な所
ではバラエティ番組のナレーターやカーナビなどにも
声優によって声が付けられています。昨今はラジオ番
組やライブなどで顔出しをされる方も多く、認知度も
高まりつつある職業です。皆様も素敵な声だな、と思う
方を是非見つけ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

役に生命を吹き込む
職業・声優

Writer  中村

ご協力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、最近始めたことはあります
か？

コロナ禍になってから始めたという訳ではな
いのですが、ピアスやネックレスなど、自分
用のアクセサリーを作ったりしています。

面白そうですね、始めたきっかけを教えてく
ださい。

欲しいデザインのものがお店になかった時
に、友人に「自分で作ってみたら」と言われ、
なるほど！と思い作り始めました。最初はでき
るか不安でしたが、自分好みのデザインのも
のが出来上がってくるとすごく嬉しくて、時
間を忘れるほど夢中で作ってしまいます。

いいですね！たくさん作れると楽しくなりま
すよね。

今は自分用とプレゼントで作ったりしている
のですが、友人がマルシェに出店しているの
で、いつかお店の片隅に一緒に出させても
らえるぐらいの物が作れたらいいなと思い
ます。

市民会館ホームページに、バーチャルビューイングという機能があるのをご存じですか？パソ
コンからでもスマホからでも、簡単にホール内のパノラマ画像を見ることができるんです！
「ステージ上からの景色を見てみたい！」「客席からステージの見え方を知りたい！」と思ったと
きに、ぜひご利用いただきたい機能です。お時間あるときに、覗いてみてくださいね！

下記QRコードを読み取ってご利用ください。

パソコンからのアクセス方法

バーチャルビューイングの操作方法

スマホからのアクセス方法

上下左右に見る角度
を変えられるボタン
や、拡大・縮小ボタン
などがあります。360
度パノラマ画像で、
周りを自由に見渡す
ことができます。

画面操作
ボタン
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バーチャルビューイングで
ホールの中を覗いてみよう!
バーチャルビューイングで
ホールの中を覗いてみよう!

❶

❷

❷

❶

❶

❻

❻

❸

❸

❹ ❹❺

フォレストホールとビ
レッジホールの切り
替えができるボタン
です。

ホール
切り替えボタン

❷

音響や照明、舞台機
構の詳細が表示され
ます。不明な点や、さ
らに詳しいことが知
りたい場合は会館へ
ご連絡ください。

舞台詳細表示
ボタン

❸

バーチャルビューイ
ングの詳しい操作方
法が出てきます。操
作方法が不明な場合
は、こちらでご確認く
ださい。

操作方法
ボタン

❹

舞台上の幕や緞帳
の切り替えができる
ボタンです。幕や緞
帳の種類によって雰
囲気が変わって面白
いので押してみてく
ださいね。

緞帳切り替え
ボタン

どんちょう❺

客席やステージ、ホ
ワイエなど見る場所
を変えたいときに押
してください。

表示場所
切り替えボタン

❻

ホームページの
サイドバナー
をクリック

https://nagoya-shimin.hall-info.jp
市民会館ホームページのサイドバナーからご覧いただくことができます。

19

19

大
津
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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:廣田]

［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

いよいよ2/11(金・祝)より、映画「WEST SIDE STORY」が公開されます！
1961年に公開された映画が大好きで、舞台公演も何度か観劇しましたが、
今回あのスピルバーグ監督によるリメイクということもあり、公開日をい
まかいまかと待ちわびていました。(当初は2020年12月公開予定だった
のです…)予告映像ですでにワクワクが止まらないですが、体育館でのダ
ンスシーンやトニーとマリアの”Tonight”をはじめ、好きなシーンがたく
さんありますが、一体どんな風に仕上がっているのかとても楽しみです。

※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

4

5

6

11

21

25

26

27

(金)

(土)

(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年2月末日迄
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2022
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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

　2月といえば、、、そう！バレンタインの季節がやってき
ました！！
　毎年百貨店で開催されるバレンタインフェアには、国
内外問わず多くのブランドが出店。テレビでも多く取り
上げられほど賑わっていますよね！私自身も自分へのご
褒美として普段買えないようなチョコレートを購入する
ために足を運んでいます。さすがに長蛇の列に並ぶこ
とまではしないので、多くの女性達が目当ての商品を
ゲットするために並んでいるのを目にすると、すごいな
～と思っています。催事には限定商品や個性豊かな商
品など沢山の種類がありすぎて、なかなか決められな

いのが悩みです。。。催事内をグルグル回って、結局購
入するまでに30分以上はかかりますし、1回行っただけ
では決められないこともあります。みなさんは、どのよ
うな種類のチョコレートがお好きでしょうか？？私はト
リュフチョコレートです！ちなみに名称の由来は、高級食
材のトリュフに似ていることのようです。意外と単純な
理由でした笑”　個人的にはリンツのリンドールが大好
きです☆有名ですよね！
　それにしても、いつか一粒千円位する人気ブランド
の高級チョコレートを食べて贅沢してみたいもので
す、、、

冬のあま～いイベントがやってくる♪♪
Writer  渡邉

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！

節分 ［豆まき］

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、太田さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一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

　「鬼は外、福は内」と豆を撒いて、厄除けを行う節分。豆は
「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払
い、無病息災を願います。
　豆まきは楽しい行事ですが、後日思わぬ場所から豆が出
てきたりして後の掃除が煩わしいですよね。それ故に、我が
家では殻付きの落花生を撒いていましたが、ある年から小
さな三角パックに入った甘納豆に変わっており唖然としてし
まいました。母曰く、甘納豆の方が好きだからとのことです
が、甘く柔らかい豆とは…。鬼たちからの苦笑が聞こえてき
そうです。

今回は、アニメや日本語吹替洋画を見る際には必ず耳
にする、人やキャラクターの「声」を吹き込む職業・声優
について解説したいと思います。声優（せいゆう）とは
映像作品や音声作品に、自身の姿を見せずに声だけで
出演する俳優のことです。広義にはナレーターも含ま
れます。イラストが動くアニメには勿論のこと身近な所
ではバラエティ番組のナレーターやカーナビなどにも
声優によって声が付けられています。昨今はラジオ番
組やライブなどで顔出しをされる方も多く、認知度も
高まりつつある職業です。皆様も素敵な声だな、と思う
方を是非見つけ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

役に生命を吹き込む
職業・声優

Writer  中村

ご協力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、最近始めたことはあります
か？

コロナ禍になってから始めたという訳ではな
いのですが、ピアスやネックレスなど、自分
用のアクセサリーを作ったりしています。

面白そうですね、始めたきっかけを教えてく
ださい。

欲しいデザインのものがお店になかった時
に、友人に「自分で作ってみたら」と言われ、
なるほど！と思い作り始めました。最初はでき
るか不安でしたが、自分好みのデザインのも
のが出来上がってくるとすごく嬉しくて、時
間を忘れるほど夢中で作ってしまいます。

いいですね！たくさん作れると楽しくなりま
すよね。

今は自分用とプレゼントで作ったりしている
のですが、友人がマルシェに出店しているの
で、いつかお店の片隅に一緒に出させても
らえるぐらいの物が作れたらいいなと思い
ます。

市民会館ホームページに、バーチャルビューイングという機能があるのをご存じですか？パソ
コンからでもスマホからでも、簡単にホール内のパノラマ画像を見ることができるんです！
「ステージ上からの景色を見てみたい！」「客席からステージの見え方を知りたい！」と思ったと
きに、ぜひご利用いただきたい機能です。お時間あるときに、覗いてみてくださいね！

下記QRコードを読み取ってご利用ください。

パソコンからのアクセス方法

バーチャルビューイングの操作方法

スマホからのアクセス方法

上下左右に見る角度
を変えられるボタン
や、拡大・縮小ボタン
などがあります。360
度パノラマ画像で、
周りを自由に見渡す
ことができます。

画面操作
ボタン
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❶

❷

❷

❶

❶

❻

❻

❸

❸

❹ ❹❺

フォレストホールとビ
レッジホールの切り
替えができるボタン
です。

ホール
切り替えボタン

❷

音響や照明、舞台機
構の詳細が表示され
ます。不明な点や、さ
らに詳しいことが知
りたい場合は会館へ
ご連絡ください。

舞台詳細表示
ボタン

❸

バーチャルビューイ
ングの詳しい操作方
法が出てきます。操
作方法が不明な場合
は、こちらでご確認く
ださい。

操作方法
ボタン

❹

舞台上の幕や緞帳
の切り替えができる
ボタンです。幕や緞
帳の種類によって雰
囲気が変わって面白
いので押してみてく
ださいね。

緞帳切り替え
ボタン

どんちょう❺

客席やステージ、ホ
ワイエなど見る場所
を変えたいときに押
してください。

表示場所
切り替えボタン

❻

ホームページの
サイドバナー
をクリック

https://nagoya-shimin.hall-info.jp
市民会館ホームページのサイドバナーからご覧いただくことができます。
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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:廣田]

［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

いよいよ2/11(金・祝)より、映画「WEST SIDE STORY」が公開されます！
1961年に公開された映画が大好きで、舞台公演も何度か観劇しましたが、
今回あのスピルバーグ監督によるリメイクということもあり、公開日をい
まかいまかと待ちわびていました。(当初は2020年12月公開予定だった
のです…)予告映像ですでにワクワクが止まらないですが、体育館でのダ
ンスシーンやトニーとマリアの”Tonight”をはじめ、好きなシーンがたく
さんありますが、一体どんな風に仕上がっているのかとても楽しみです。

※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

4

5

6

11

21

25

26

27

(金)

(土)

(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4

※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

4

5

6

11

21

25

26

27

(金)

(土)

(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4



※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

4

5

6

11

21

25

26

27

(金)

(土)

(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4

※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

4
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6

11

21

25

26

27

(金)

(土)

(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4

※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

4

5

6

11

21

25

26

27

(金)

(土)

(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年2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

　2月といえば、、、そう！バレンタインの季節がやってき
ました！！
　毎年百貨店で開催されるバレンタインフェアには、国
内外問わず多くのブランドが出店。テレビでも多く取り
上げられほど賑わっていますよね！私自身も自分へのご
褒美として普段買えないようなチョコレートを購入する
ために足を運んでいます。さすがに長蛇の列に並ぶこ
とまではしないので、多くの女性達が目当ての商品を
ゲットするために並んでいるのを目にすると、すごいな
～と思っています。催事には限定商品や個性豊かな商
品など沢山の種類がありすぎて、なかなか決められな

いのが悩みです。。。催事内をグルグル回って、結局購
入するまでに30分以上はかかりますし、1回行っただけ
では決められないこともあります。みなさんは、どのよ
うな種類のチョコレートがお好きでしょうか？？私はト
リュフチョコレートです！ちなみに名称の由来は、高級食
材のトリュフに似ていることのようです。意外と単純な
理由でした笑”　個人的にはリンツのリンドールが大好
きです☆有名ですよね！
　それにしても、いつか一粒千円位する人気ブランド
の高級チョコレートを食べて贅沢してみたいもので
す、、、

冬のあま～いイベントがやってくる♪♪
Writer  渡邉

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！

節分 ［豆まき］

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、太田さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一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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Q
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Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

インタビュー！インタビュー！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

　「鬼は外、福は内」と豆を撒いて、厄除けを行う節分。豆は
「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払
い、無病息災を願います。
　豆まきは楽しい行事ですが、後日思わぬ場所から豆が出
てきたりして後の掃除が煩わしいですよね。それ故に、我が
家では殻付きの落花生を撒いていましたが、ある年から小
さな三角パックに入った甘納豆に変わっており唖然としてし
まいました。母曰く、甘納豆の方が好きだからとのことです
が、甘く柔らかい豆とは…。鬼たちからの苦笑が聞こえてき
そうです。

今回は、アニメや日本語吹替洋画を見る際には必ず耳
にする、人やキャラクターの「声」を吹き込む職業・声優
について解説したいと思います。声優（せいゆう）とは
映像作品や音声作品に、自身の姿を見せずに声だけで
出演する俳優のことです。広義にはナレーターも含ま
れます。イラストが動くアニメには勿論のこと身近な所
ではバラエティ番組のナレーターやカーナビなどにも
声優によって声が付けられています。昨今はラジオ番
組やライブなどで顔出しをされる方も多く、認知度も
高まりつつある職業です。皆様も素敵な声だな、と思う
方を是非見つけ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

役に生命を吹き込む
職業・声優

Writer  中村

ご協力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、最近始めたことはあります
か？

コロナ禍になってから始めたという訳ではな
いのですが、ピアスやネックレスなど、自分
用のアクセサリーを作ったりしています。

面白そうですね、始めたきっかけを教えてく
ださい。

欲しいデザインのものがお店になかった時
に、友人に「自分で作ってみたら」と言われ、
なるほど！と思い作り始めました。最初はでき
るか不安でしたが、自分好みのデザインのも
のが出来上がってくるとすごく嬉しくて、時
間を忘れるほど夢中で作ってしまいます。

いいですね！たくさん作れると楽しくなりま
すよね。

今は自分用とプレゼントで作ったりしている
のですが、友人がマルシェに出店しているの
で、いつかお店の片隅に一緒に出させても
らえるぐらいの物が作れたらいいなと思い
ます。

市民会館ホームページに、バーチャルビューイングという機能があるのをご存じですか？パソ
コンからでもスマホからでも、簡単にホール内のパノラマ画像を見ることができるんです！
「ステージ上からの景色を見てみたい！」「客席からステージの見え方を知りたい！」と思ったと
きに、ぜひご利用いただきたい機能です。お時間あるときに、覗いてみてくださいね！

下記QRコードを読み取ってご利用ください。

パソコンからのアクセス方法

バーチャルビューイングの操作方法

スマホからのアクセス方法

上下左右に見る角度
を変えられるボタン
や、拡大・縮小ボタン
などがあります。360
度パノラマ画像で、
周りを自由に見渡す
ことができます。

画面操作
ボタン
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バーチャルビューイングで
ホールの中を覗いてみよう!
バーチャルビューイングで
ホールの中を覗いてみよう!

❶

❷

❷

❶

❶

❻

❻

❸

❸

❹ ❹❺

フォレストホールとビ
レッジホールの切り
替えができるボタン
です。

ホール
切り替えボタン

❷

音響や照明、舞台機
構の詳細が表示され
ます。不明な点や、さ
らに詳しいことが知
りたい場合は会館へ
ご連絡ください。

舞台詳細表示
ボタン

❸

バーチャルビューイ
ングの詳しい操作方
法が出てきます。操
作方法が不明な場合
は、こちらでご確認く
ださい。

操作方法
ボタン

❹

舞台上の幕や緞帳
の切り替えができる
ボタンです。幕や緞
帳の種類によって雰
囲気が変わって面白
いので押してみてく
ださいね。

緞帳切り替え
ボタン

どんちょう❺

客席やステージ、ホ
ワイエなど見る場所
を変えたいときに押
してください。

表示場所
切り替えボタン

❻

ホームページの
サイドバナー
をクリック

https://nagoya-shimin.hall-info.jp
市民会館ホームページのサイドバナーからご覧いただくことができます。

19

19

大
津
通

伏
見
通

古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

4

2

1

アスナル金山

5 14～～

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

店内商品１点ご購入で
ファミマカフェ

Ｓサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～15:00

不定休

営業時間

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

レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計 ５%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

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

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

元日休業

営業時間

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

20％off

元日休業

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

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

ドリンク1杯無料
(コーヒー、紅茶、

ハーブティー、ジュース）

元日休業

営業時間

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

串カツ1本100円を
50円

年中無休

営業
時間

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

編 集 後 記 [Writer:廣田]

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

いよいよ2/11(金・祝)より、映画「WEST SIDE STORY」が公開されます！
1961年に公開された映画が大好きで、舞台公演も何度か観劇しましたが、
今回あのスピルバーグ監督によるリメイクということもあり、公開日をい
まかいまかと待ちわびていました。(当初は2020年12月公開予定だった
のです…)予告映像ですでにワクワクが止まらないですが、体育館でのダ
ンスシーンやトニーとマリアの”Tonight”をはじめ、好きなシーンがたく
さんありますが、一体どんな風に仕上がっているのかとても楽しみです。

※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

4

5

6

11

21

25

26

27

(金)

(土)

(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4

※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

4
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6

11

21

25

26

27

(金)

(土)

(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4
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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/2022年2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

　2月といえば、、、そう！バレンタインの季節がやってき
ました！！
　毎年百貨店で開催されるバレンタインフェアには、国
内外問わず多くのブランドが出店。テレビでも多く取り
上げられほど賑わっていますよね！私自身も自分へのご
褒美として普段買えないようなチョコレートを購入する
ために足を運んでいます。さすがに長蛇の列に並ぶこ
とまではしないので、多くの女性達が目当ての商品を
ゲットするために並んでいるのを目にすると、すごいな
～と思っています。催事には限定商品や個性豊かな商
品など沢山の種類がありすぎて、なかなか決められな

いのが悩みです。。。催事内をグルグル回って、結局購
入するまでに30分以上はかかりますし、1回行っただけ
では決められないこともあります。みなさんは、どのよ
うな種類のチョコレートがお好きでしょうか？？私はト
リュフチョコレートです！ちなみに名称の由来は、高級食
材のトリュフに似ていることのようです。意外と単純な
理由でした笑”　個人的にはリンツのリンドールが大好
きです☆有名ですよね！
　それにしても、いつか一粒千円位する人気ブランド
の高級チョコレートを食べて贅沢してみたいもので
す、、、

冬のあま～いイベントがやってくる♪♪
Writer  渡邉

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！

節分 ［豆まき］

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、太田さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-

金田一の金田一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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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

　「鬼は外、福は内」と豆を撒いて、厄除けを行う節分。豆は
「魔滅」に通じ、鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払
い、無病息災を願います。
　豆まきは楽しい行事ですが、後日思わぬ場所から豆が出
てきたりして後の掃除が煩わしいですよね。それ故に、我が
家では殻付きの落花生を撒いていましたが、ある年から小
さな三角パックに入った甘納豆に変わっており唖然としてし
まいました。母曰く、甘納豆の方が好きだからとのことです
が、甘く柔らかい豆とは…。鬼たちからの苦笑が聞こえてき
そうです。

今回は、アニメや日本語吹替洋画を見る際には必ず耳
にする、人やキャラクターの「声」を吹き込む職業・声優
について解説したいと思います。声優（せいゆう）とは
映像作品や音声作品に、自身の姿を見せずに声だけで
出演する俳優のことです。広義にはナレーターも含ま
れます。イラストが動くアニメには勿論のこと身近な所
ではバラエティ番組のナレーターやカーナビなどにも
声優によって声が付けられています。昨今はラジオ番
組やライブなどで顔出しをされる方も多く、認知度も
高まりつつある職業です。皆様も素敵な声だな、と思う
方を是非見つけ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

役に生命を吹き込む
職業・声優

Writer  中村

ご協力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、最近始めたことはあります
か？

コロナ禍になってから始めたという訳ではな
いのですが、ピアスやネックレスなど、自分
用のアクセサリーを作ったりしています。

面白そうですね、始めたきっかけを教えてく
ださい。

欲しいデザインのものがお店になかった時
に、友人に「自分で作ってみたら」と言われ、
なるほど！と思い作り始めました。最初はでき
るか不安でしたが、自分好みのデザインのも
のが出来上がってくるとすごく嬉しくて、時
間を忘れるほど夢中で作ってしまいます。

いいですね！たくさん作れると楽しくなりま
すよね。

今は自分用とプレゼントで作ったりしている
のですが、友人がマルシェに出店しているの
で、いつかお店の片隅に一緒に出させても
らえるぐらいの物が作れたらいいなと思い
ます。

市民会館ホームページに、バーチャルビューイングという機能があるのをご存じですか？パソ
コンからでもスマホからでも、簡単にホール内のパノラマ画像を見ることができるんです！
「ステージ上からの景色を見てみたい！」「客席からステージの見え方を知りたい！」と思ったと
きに、ぜひご利用いただきたい機能です。お時間あるときに、覗いてみてくださいね！

下記QRコードを読み取ってご利用ください。

パソコンからのアクセス方法

バーチャルビューイングの操作方法

スマホからのアクセス方法

上下左右に見る角度
を変えられるボタン
や、拡大・縮小ボタン
などがあります。360
度パノラマ画像で、
周りを自由に見渡す
ことができます。

画面操作
ボタン
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ホールの中を覗いてみよう!
バーチャルビューイングで
ホールの中を覗いてみよう!

❶

❷

❷

❶

❶

❻

❻

❸

❸

❹ ❹❺

フォレストホールとビ
レッジホールの切り
替えができるボタン
です。

ホール
切り替えボタン

❷

音響や照明、舞台機
構の詳細が表示され
ます。不明な点や、さ
らに詳しいことが知
りたい場合は会館へ
ご連絡ください。

舞台詳細表示
ボタン

❸

バーチャルビューイ
ングの詳しい操作方
法が出てきます。操
作方法が不明な場合
は、こちらでご確認く
ださい。

操作方法
ボタン

❹

舞台上の幕や緞帳
の切り替えができる
ボタンです。幕や緞
帳の種類によって雰
囲気が変わって面白
いので押してみてく
ださいね。

緞帳切り替え
ボタン

どんちょう❺

客席やステージ、ホ
ワイエなど見る場所
を変えたいときに押
してください。

表示場所
切り替えボタン

❻

ホームページの
サイドバナー
をクリック

https://nagoya-shimin.hall-info.jp
市民会館ホームページのサイドバナーからご覧いただくことができます。
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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:廣田]

［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

いよいよ2/11(金・祝)より、映画「WEST SIDE STORY」が公開されます！
1961年に公開された映画が大好きで、舞台公演も何度か観劇しましたが、
今回あのスピルバーグ監督によるリメイクということもあり、公開日をい
まかいまかと待ちわびていました。(当初は2020年12月公開予定だった
のです…)予告映像ですでにワクワクが止まらないですが、体育館でのダ
ンスシーンやトニーとマリアの”Tonight”をはじめ、好きなシーンがたく
さんありますが、一体どんな風に仕上がっているのかとても楽しみです。

※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 2022.2
※ 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 2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

2月1日(火) 2月1日(火)

◆点検日 2月7日（月）・8日（火）・
14日（月）～18日（金）・22日（火）

◆点検日 2月7日（月）・21日（月）・28日（月）

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

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 5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） 5月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 3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

1月15日現在

1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498回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ
杉山洋一のマルトゥッチ

◆ 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：2月18日(金)　18：45開演／19日(土)　16：00開演 ］

第38回しらかわシリーズVol.38【最終回】
梅田俊明のモーツァルト＆R.シュトラウス

◆ 会 場 ： 
◆ チケット ： 

三井住友海上しらかわホール
S席：￥5,200 ～ B席：￥2,200 ほか

［ 日時：2月26日(土)　16：00開演 ］

指揮：梅田 俊明　　オーボエ：広田 智之*
クラリネット：ロバート・ボルショス*
ホルン：安土 真弓* ファゴット：ゲオルギ・シャシコフ*
・モーツァルト：交響曲第29番
・モーツァルト：オーボエ、クラリネット、ホルンと
  ファゴットのための協奏交響曲*
・R.シュトラウス：管弦楽のためのソナチネ第1番
  『傷病兵の仕事場より』

▶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】

▶出演者
▶プログラム

指揮：杉山 洋一 　　ピアノ：阪田 知樹*
・坂田直樹（コンポーザー・インレジデンス）:水の鏡
ー ピアノと管弦楽のための*［委嘱新作・世界初演］
・ラヴェル：左手のためのピアノ協奏曲*
・マルトゥッチ：交響曲第2番

2/11 （金） 19：00 音楽プラザ主催／New Era～新しい音を求めて～Vol.4　邦楽広間・春の芽生え
※要事前申込

ミュージカル「リトルプリンス」

TSUKEMEN CONCERT

HAPPYキッチン

令和3年度愛知産業大学工業高等学校

予餞会

和太鼓志多ら　名古屋公演「響奏」

岡田純奈バレエ団附属学園発表会
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(金)
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(日)

(金・祝)

(月)

(金)

(土)

(日)

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)

愛知産業大学工業高等学校

052-322-1911

有限会社志多ら

0536-76-1708

(9:00～18:00)

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定：12,500円

全席指定：5,500円

関係者のみ

SS席：6,000円

S席：5,000円

A席：4,000円

※当日券　各500円増

無料(要整理券)

18:00～未定

①13:00～未定

②18:00～未定

13:00～未定

15:00～17:00

9:00～12:00

18:30～20:30

14:00～16:00

16:00～18:00

芸能生活40周年記念

コロッケ　スペシャルコンサート

～笑う顔には福来たる～

第24回愛知県介護支援専門員

実務研修大講義1日目

三山ひろしコンサート2022

13

23

24

(日)

(水・祝)

(木)

MIN-ON中部センター

052-951-5391

社会福祉法人愛知県社会福祉協議会

052-212-5516

鵜飼興業

052-221-1166

（平日10時～18時)

S席：6,300円

A席：5,800円

なし

全席指定：6,500円

即興・いま、ここで生まれる音楽
[出演] ピアノ：犬飼 裕哉　打楽器：鈴木 豊大

タンゴの革命・ピアソラの音楽
[出演] カルテットエクスプレシオン
　　 ヴァイオリン：水野 慎太郎、村越 久美子
　　 ヴィオラ：祖父江 依子　チェロ：山田 真吾

①14:30～未定

②18:30～未定

9:50～16:10

13:30～15:30

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

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

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

おうちで楽しむサロンコンサートおうちで楽しむサロンコンサート
～新しい音を求めて～～新しい音を求めて～New EraNew Era

今年度の音楽プラザ主催サロンコンサートでは、〖New Era〗と題して、新しい音楽ジャンル
や、演奏スタイルなど、新しい時代を切り拓いていく内容でお届けしています。
コンサートのようすは、公式YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」でもご覧いただけま
す。ぜひ、ご自宅でゆっくりとご覧ください♪

サロンdeカンタービレ
－豊かな音色・あたたかい音楽－
[出演] クラリネット：中村 由加里
　　　アコーディオン：橘川 宗明

邦楽広間・春の芽生え （2月末公開予定）
[出演] 箏：佐藤 亜衣、岡崎 美奈江　尺八：加藤 奏山

vol.1

vol.2

vol.3

vol.4


