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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年3月末日迄
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にじいろ
お得に満喫

詳しくは裏面を
CHECK!!

クーポン

にじいろクーポン
お得に満喫

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

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

にじいろクーポン
お得に満喫

にじいろ T O P I C S

にじいろマンスリーコラム

　皆様はどんなことに春の訪れを感じますか？私はま
だ冷たさの残る夜道を歩いている時、何処からともな
く香る沈丁花の匂いに「ああ、また春がやって来るのだ
な」と冬の寒さに縮こまっていた心がほころびます。香
りが千里のかなたまで届くことから「千里香」の別名を
持ち、丸いポンポンのような愛らしい姿が見えずとも、
その存在を知らせる沈丁花。雨に触れれば散ってしまう
秋の金木犀の儚さも素敵ですが、雨露に濡れながらも
更に匂い立つ沈丁花の凛々しさは、春の生命力そのも
のようで好ましく思います。

　人間の五感の中でも嗅覚だけが記憶をつかさどる海
馬に直接情報を送ることができ、深く想い出とつながっ
ているそうで、沈丁花の香りは私を一瞬にして幼少期
を過ごした生家の庭へと連れて行ってくれます。片隅に
沈丁花が咲く庭を、飼っていた犬の親子がじゃれあって
駆け回る様子までも鮮明によみがえってくるのです。家
の建て替えによって当時の庭は無くなってしまいまし
たが、今年の春は昔を懐かしみ、殺風景なベランダに沈
丁花の鉢植えを迎え入れられたら良いなと考えており
ます。

沈丁花 春の記憶
Writer  栗木

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！

ひなまつり ［甘酒と白酒］

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、奥村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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　童謡「ひなまつり」の中で右大臣様がお召しになって顔を
赤くする白酒。私はずっと甘酒と混同していて、右大臣様っ
たら強そうに見えて実はお酒が弱いなんてカワイイと大き
な勘違いをしていました。
　甘酒と白酒はどちらもとろりと白く濁っていて見た目は
そっくりですが、アルコールがほぼ含まれず家庭でも比較
的簡単に作れる甘酒に比べ、白酒はアルコール分が9％も
あるリキュールに分類される立派なお酒。甘酒で十分に酔
える私のようなお酒が弱い方やお子様は、間違っても白酒
を飲まないようにご注意ください。

今回は昨年の紅白歌合戦にも出場し、認知度は上がり
つつも知る人ぞ知る歌い手を解説したいと思います。
歌い手とは既存曲のカバーやオリジナル曲を動画サイ
トに投稿するボーカリストの総称です。動画サイトにお
けるVOCALOID（ボーカロイド・曲に合わせた歌声を
合成するソフト）曲のカバーを中心とした「歌ってみた」
作品が発端であり、元は趣味の延長線上でした。ですが
人気の出た歌い手のCDがリリースされたりライブが催
されたりと好きな人の輪は着実に広がっています。皆様
も動画サイトを開いた際には気軽に「歌ってみた」を検
索して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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あなたの好き！を見つけよう！
魅せられる歌い手の歌声

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、変わったことありますか？

あまり出歩くことができないので、ネット
ショッピングをすることが増えました。 

なるほど！そうですね、気軽に買い物もでき
ないですよね。 

以前は利用していなかったのですが、家で
ゆっくり探せますし、見ても楽しいです。今
は、服をはじめ、化粧品やCD、本などなん
でもネットで買っています。

ネットでしたら気軽に欲しいものを探せま
すね。

気軽に外でお買い物ができる日も待ち遠
しいですが、その日が来るまで、ネットで楽
しみたいなと思います。 

昭和47年（1972年）10月1日に開館した『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』は、今年50周年を迎えます。この節目の年を皆さんと一緒に祝い、盛り上げてい
くため、シンボルマークとなる記念ロゴを皆さんの投票で決定します。想いを込めて
考えた4作品の中から、あなたが最もふさわしいと思うロゴに投票してください♪

日本の美を意識した筆文字風に50thを表現。5は過去、0は
未来の催し物を鮮やかに照らす虹色で彩りました。半世紀
にわたり、多様な文化や芸術を金山の地から発信してきた
伝統を基盤に、未来へと真摯に歩む思いを表現しました。

人々が集い合わさり共鳴していくイメージを集中線で視覚
化しました。柔らかいグリーン色は協調や調和を示唆。50th
の0の中央に配置されたオレンジ色の球体には、数多の想
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2022年3月1日（火）～31（木）
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投票方法

● 市民会館ホームページ専用フォーム
 ＵＲＬ：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
 event/rogo.html
● 市民会館1Fロビーに設置の投票BOX2022年4月上旬頃 ※予定
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日本特殊陶業市民会館前
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アスナル金山

4 13～～

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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

5 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

6 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

7 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

4 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

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

編 集 後 記 [Writer:迫田]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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昨年末、あいち若者ワクチン接種キャンペーンの食事券1万円分が当たり、
残り5千円分をどこで使おうか悩んでいる今日この頃（2月上旬）。愛知県
内で行ったことのないお店を開拓するきっかけになりました。いつもとは
違う場所で、ゆっくりおいしいものを食べて、ぼーっとする時間を堪能し
ています。この1万円分でおいしいもの食べるぞーと最初は、意気込んでい
たものの、いざどこで何を食べようか考えると意外と悩んでしまうもので
すね…！
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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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あなたの好き！を見つけよう！
魅せられる歌い手の歌声

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、変わったことありますか？

あまり出歩くことができないので、ネット
ショッピングをすることが増えました。 

なるほど！そうですね、気軽に買い物もでき
ないですよね。 

以前は利用していなかったのですが、家で
ゆっくり探せますし、見ても楽しいです。今
は、服をはじめ、化粧品やCD、本などなん
でもネットで買っています。

ネットでしたら気軽に欲しいものを探せま
すね。

気軽に外でお買い物ができる日も待ち遠
しいですが、その日が来るまで、ネットで楽
しみたいなと思います。 

昭和47年（1972年）10月1日に開館した『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』は、今年50周年を迎えます。この節目の年を皆さんと一緒に祝い、盛り上げてい
くため、シンボルマークとなる記念ロゴを皆さんの投票で決定します。想いを込めて
考えた4作品の中から、あなたが最もふさわしいと思うロゴに投票してください♪

日本の美を意識した筆文字風に50thを表現。5は過去、0は
未来の催し物を鮮やかに照らす虹色で彩りました。半世紀
にわたり、多様な文化や芸術を金山の地から発信してきた
伝統を基盤に、未来へと真摯に歩む思いを表現しました。

人々が集い合わさり共鳴していくイメージを集中線で視覚
化しました。柔らかいグリーン色は協調や調和を示唆。50th
の0の中央に配置されたオレンジ色の球体には、数多の想
いが集まって生まれるエネルギーが凝縮されています。

50年間とこれからも続く多種多様の催し物を、虹をモチー
フに表しました。50年という時間の中で生み出された感動
が、時間や空間を超え、新たに彩られた未来を創りあげてほ
しいという願いが込められています。

市民会館前広場の床面に描かれた円形のデザインを図案化
しました。この金山の街を起点に文化・芸術が繋がり広がっ
ていく様子を表現しています。白線は未来へ進む道を、星の
ステッキは明るく楽しいエンタメの世界を示唆しています。
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50周年記念ロゴ投票
名古屋市民会館

50周年記念ロゴ投票

2022年3月1日（火）～31（木）

作品

どなたでも投票可能

01

作品
03

作品
02

作品
04

期　　間

投票方法

● 市民会館ホームページ専用フォーム
 ＵＲＬ：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
 event/rogo.html
● 市民会館1Fロビーに設置の投票BOX2022年4月上旬頃 ※予定
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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

2

1

アスナル金山

4 13～～

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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

5 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

6 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

7 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

4 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

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

編 集 後 記 [Writer:迫田]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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昨年末、あいち若者ワクチン接種キャンペーンの食事券1万円分が当たり、
残り5千円分をどこで使おうか悩んでいる今日この頃（2月上旬）。愛知県
内で行ったことのないお店を開拓するきっかけになりました。いつもとは
違う場所で、ゆっくりおいしいものを食べて、ぼーっとする時間を堪能し
ています。この1万円分でおいしいもの食べるぞーと最初は、意気込んでい
たものの、いざどこで何を食べようか考えると意外と悩んでしまうもので
すね…！
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年3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

　皆様はどんなことに春の訪れを感じますか？私はま
だ冷たさの残る夜道を歩いている時、何処からともな
く香る沈丁花の匂いに「ああ、また春がやって来るのだ
な」と冬の寒さに縮こまっていた心がほころびます。香
りが千里のかなたまで届くことから「千里香」の別名を
持ち、丸いポンポンのような愛らしい姿が見えずとも、
その存在を知らせる沈丁花。雨に触れれば散ってしまう
秋の金木犀の儚さも素敵ですが、雨露に濡れながらも
更に匂い立つ沈丁花の凛々しさは、春の生命力そのも
のようで好ましく思います。

　人間の五感の中でも嗅覚だけが記憶をつかさどる海
馬に直接情報を送ることができ、深く想い出とつながっ
ているそうで、沈丁花の香りは私を一瞬にして幼少期
を過ごした生家の庭へと連れて行ってくれます。片隅に
沈丁花が咲く庭を、飼っていた犬の親子がじゃれあって
駆け回る様子までも鮮明によみがえってくるのです。家
の建て替えによって当時の庭は無くなってしまいまし
たが、今年の春は昔を懐かしみ、殺風景なベランダに沈
丁花の鉢植えを迎え入れられたら良いなと考えており
ます。

沈丁花 春の記憶
Writer  栗木

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！

ひなまつり ［甘酒と白酒］

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、奥村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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突撃突撃

　童謡「ひなまつり」の中で右大臣様がお召しになって顔を
赤くする白酒。私はずっと甘酒と混同していて、右大臣様っ
たら強そうに見えて実はお酒が弱いなんてカワイイと大き
な勘違いをしていました。
　甘酒と白酒はどちらもとろりと白く濁っていて見た目は
そっくりですが、アルコールがほぼ含まれず家庭でも比較
的簡単に作れる甘酒に比べ、白酒はアルコール分が9％も
あるリキュールに分類される立派なお酒。甘酒で十分に酔
える私のようなお酒が弱い方やお子様は、間違っても白酒
を飲まないようにご注意ください。

今回は昨年の紅白歌合戦にも出場し、認知度は上がり
つつも知る人ぞ知る歌い手を解説したいと思います。
歌い手とは既存曲のカバーやオリジナル曲を動画サイ
トに投稿するボーカリストの総称です。動画サイトにお
けるVOCALOID（ボーカロイド・曲に合わせた歌声を
合成するソフト）曲のカバーを中心とした「歌ってみた」
作品が発端であり、元は趣味の延長線上でした。ですが
人気の出た歌い手のCDがリリースされたりライブが催
されたりと好きな人の輪は着実に広がっています。皆様
も動画サイトを開いた際には気軽に「歌ってみた」を検
索して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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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、変わったことありますか？

あまり出歩くことができないので、ネット
ショッピングをすることが増えました。 

なるほど！そうですね、気軽に買い物もでき
ないですよね。 

以前は利用していなかったのですが、家で
ゆっくり探せますし、見ても楽しいです。今
は、服をはじめ、化粧品やCD、本などなん
でもネットで買っています。

ネットでしたら気軽に欲しいものを探せま
すね。

気軽に外でお買い物ができる日も待ち遠
しいですが、その日が来るまで、ネットで楽
しみたいなと思います。 

昭和47年（1972年）10月1日に開館した『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』は、今年50周年を迎えます。この節目の年を皆さんと一緒に祝い、盛り上げてい
くため、シンボルマークとなる記念ロゴを皆さんの投票で決定します。想いを込めて
考えた4作品の中から、あなたが最もふさわしいと思うロゴに投票してください♪

日本の美を意識した筆文字風に50thを表現。5は過去、0は
未来の催し物を鮮やかに照らす虹色で彩りました。半世紀
にわたり、多様な文化や芸術を金山の地から発信してきた
伝統を基盤に、未来へと真摯に歩む思いを表現しました。

人々が集い合わさり共鳴していくイメージを集中線で視覚
化しました。柔らかいグリーン色は協調や調和を示唆。50th
の0の中央に配置されたオレンジ色の球体には、数多の想
いが集まって生まれるエネルギーが凝縮されています。

50年間とこれからも続く多種多様の催し物を、虹をモチー
フに表しました。50年という時間の中で生み出された感動
が、時間や空間を超え、新たに彩られた未来を創りあげてほ
しいという願いが込められています。

市民会館前広場の床面に描かれた円形のデザインを図案化
しました。この金山の街を起点に文化・芸術が繋がり広がっ
ていく様子を表現しています。白線は未来へ進む道を、星の
ステッキは明るく楽しいエンタメの世界を示唆しています。
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名古屋市民会館

50周年記念ロゴ投票

2022年3月1日（火）～31（木）

作品

どなたでも投票可能

01

作品
03

作品
02

作品
04

期　　間

投票方法

● 市民会館ホームページ専用フォーム
 ＵＲＬ：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
 event/rogo.html
● 市民会館1Fロビーに設置の投票BOX2022年4月上旬頃 ※予定
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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

2

1

アスナル金山

4 13～～

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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

5 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

6 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

7 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

4 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

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

編 集 後 記 [Writer:迫田]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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昨年末、あいち若者ワクチン接種キャンペーンの食事券1万円分が当たり、
残り5千円分をどこで使おうか悩んでいる今日この頃（2月上旬）。愛知県
内で行ったことのないお店を開拓するきっかけになりました。いつもとは
違う場所で、ゆっくりおいしいものを食べて、ぼーっとする時間を堪能し
ています。この1万円分でおいしいもの食べるぞーと最初は、意気込んでい
たものの、いざどこで何を食べようか考えると意外と悩んでしまうもので
すね…！
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年3月末日迄
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にじいろ
お得に満喫

詳しくは裏面を
CHECK!!

クーポン

にじいろクーポン
お得に満喫

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

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

にじいろクーポン
お得に満喫

にじいろ T O P I C S

にじいろマンスリーコラム

　皆様はどんなことに春の訪れを感じますか？私はま
だ冷たさの残る夜道を歩いている時、何処からともな
く香る沈丁花の匂いに「ああ、また春がやって来るのだ
な」と冬の寒さに縮こまっていた心がほころびます。香
りが千里のかなたまで届くことから「千里香」の別名を
持ち、丸いポンポンのような愛らしい姿が見えずとも、
その存在を知らせる沈丁花。雨に触れれば散ってしまう
秋の金木犀の儚さも素敵ですが、雨露に濡れながらも
更に匂い立つ沈丁花の凛々しさは、春の生命力そのも
のようで好ましく思います。

　人間の五感の中でも嗅覚だけが記憶をつかさどる海
馬に直接情報を送ることができ、深く想い出とつながっ
ているそうで、沈丁花の香りは私を一瞬にして幼少期
を過ごした生家の庭へと連れて行ってくれます。片隅に
沈丁花が咲く庭を、飼っていた犬の親子がじゃれあって
駆け回る様子までも鮮明によみがえってくるのです。家
の建て替えによって当時の庭は無くなってしまいまし
たが、今年の春は昔を懐かしみ、殺風景なベランダに沈
丁花の鉢植えを迎え入れられたら良いなと考えており
ます。

沈丁花 春の記憶
Writer  栗木

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！

ひなまつり ［甘酒と白酒］

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、奥村さんに取材してきました！

-ウィズコロナに向けて-
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インタビュー！インタビュー！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

　童謡「ひなまつり」の中で右大臣様がお召しになって顔を
赤くする白酒。私はずっと甘酒と混同していて、右大臣様っ
たら強そうに見えて実はお酒が弱いなんてカワイイと大き
な勘違いをしていました。
　甘酒と白酒はどちらもとろりと白く濁っていて見た目は
そっくりですが、アルコールがほぼ含まれず家庭でも比較
的簡単に作れる甘酒に比べ、白酒はアルコール分が9％も
あるリキュールに分類される立派なお酒。甘酒で十分に酔
える私のようなお酒が弱い方やお子様は、間違っても白酒
を飲まないようにご注意ください。

今回は昨年の紅白歌合戦にも出場し、認知度は上がり
つつも知る人ぞ知る歌い手を解説したいと思います。
歌い手とは既存曲のカバーやオリジナル曲を動画サイ
トに投稿するボーカリストの総称です。動画サイトにお
けるVOCALOID（ボーカロイド・曲に合わせた歌声を
合成するソフト）曲のカバーを中心とした「歌ってみた」
作品が発端であり、元は趣味の延長線上でした。ですが
人気の出た歌い手のCDがリリースされたりライブが催
されたりと好きな人の輪は着実に広がっています。皆様
も動画サイトを開いた際には気軽に「歌ってみた」を検
索して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

あなたの好き！を見つけよう！
魅せられる歌い手の歌声

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、変わったことありますか？

あまり出歩くことができないので、ネット
ショッピングをすることが増えました。 

なるほど！そうですね、気軽に買い物もでき
ないですよね。 

以前は利用していなかったのですが、家で
ゆっくり探せますし、見ても楽しいです。今
は、服をはじめ、化粧品やCD、本などなん
でもネットで買っています。

ネットでしたら気軽に欲しいものを探せま
すね。

気軽に外でお買い物ができる日も待ち遠
しいですが、その日が来るまで、ネットで楽
しみたいなと思います。 

昭和47年（1972年）10月1日に開館した『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』は、今年50周年を迎えます。この節目の年を皆さんと一緒に祝い、盛り上げてい
くため、シンボルマークとなる記念ロゴを皆さんの投票で決定します。想いを込めて
考えた4作品の中から、あなたが最もふさわしいと思うロゴに投票してください♪

日本の美を意識した筆文字風に50thを表現。5は過去、0は
未来の催し物を鮮やかに照らす虹色で彩りました。半世紀
にわたり、多様な文化や芸術を金山の地から発信してきた
伝統を基盤に、未来へと真摯に歩む思いを表現しました。

人々が集い合わさり共鳴していくイメージを集中線で視覚
化しました。柔らかいグリーン色は協調や調和を示唆。50th
の0の中央に配置されたオレンジ色の球体には、数多の想
いが集まって生まれるエネルギーが凝縮されています。

50年間とこれからも続く多種多様の催し物を、虹をモチー
フに表しました。50年という時間の中で生み出された感動
が、時間や空間を超え、新たに彩られた未来を創りあげてほ
しいという願いが込められています。

市民会館前広場の床面に描かれた円形のデザインを図案化
しました。この金山の街を起点に文化・芸術が繋がり広がっ
ていく様子を表現しています。白線は未来へ進む道を、星の
ステッキは明るく楽しいエンタメの世界を示唆しています。
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　　　　  10:45～23:00（ L.O.22:00） 杏仁豆腐無料

元日休業

営業時間

6 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

7 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

4 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

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

編 集 後 記 [Writer:迫田]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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昨年末、あいち若者ワクチン接種キャンペーンの食事券1万円分が当たり、
残り5千円分をどこで使おうか悩んでいる今日この頃（2月上旬）。愛知県
内で行ったことのないお店を開拓するきっかけになりました。いつもとは
違う場所で、ゆっくりおいしいものを食べて、ぼーっとする時間を堪能し
ています。この1万円分でおいしいもの食べるぞーと最初は、意気込んでい
たものの、いざどこで何を食べようか考えると意外と悩んでしまうもので
すね…！

※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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022

1

6

9

10

13

21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

9

11

12

18

19

20

21

22

23

24

30

31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

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

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

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

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年3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

　皆様はどんなことに春の訪れを感じますか？私はま
だ冷たさの残る夜道を歩いている時、何処からともな
く香る沈丁花の匂いに「ああ、また春がやって来るのだ
な」と冬の寒さに縮こまっていた心がほころびます。香
りが千里のかなたまで届くことから「千里香」の別名を
持ち、丸いポンポンのような愛らしい姿が見えずとも、
その存在を知らせる沈丁花。雨に触れれば散ってしまう
秋の金木犀の儚さも素敵ですが、雨露に濡れながらも
更に匂い立つ沈丁花の凛々しさは、春の生命力そのも
のようで好ましく思います。

　人間の五感の中でも嗅覚だけが記憶をつかさどる海
馬に直接情報を送ることができ、深く想い出とつながっ
ているそうで、沈丁花の香りは私を一瞬にして幼少期
を過ごした生家の庭へと連れて行ってくれます。片隅に
沈丁花が咲く庭を、飼っていた犬の親子がじゃれあって
駆け回る様子までも鮮明によみがえってくるのです。家
の建て替えによって当時の庭は無くなってしまいまし
たが、今年の春は昔を懐かしみ、殺風景なベランダに沈
丁花の鉢植えを迎え入れられたら良いなと考えており
ます。

沈丁花 春の記憶
Writer  栗木

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！

ひなまつり ［甘酒と白酒］

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、奥村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

　童謡「ひなまつり」の中で右大臣様がお召しになって顔を
赤くする白酒。私はずっと甘酒と混同していて、右大臣様っ
たら強そうに見えて実はお酒が弱いなんてカワイイと大き
な勘違いをしていました。
　甘酒と白酒はどちらもとろりと白く濁っていて見た目は
そっくりですが、アルコールがほぼ含まれず家庭でも比較
的簡単に作れる甘酒に比べ、白酒はアルコール分が9％も
あるリキュールに分類される立派なお酒。甘酒で十分に酔
える私のようなお酒が弱い方やお子様は、間違っても白酒
を飲まないようにご注意ください。

今回は昨年の紅白歌合戦にも出場し、認知度は上がり
つつも知る人ぞ知る歌い手を解説したいと思います。
歌い手とは既存曲のカバーやオリジナル曲を動画サイ
トに投稿するボーカリストの総称です。動画サイトにお
けるVOCALOID（ボーカロイド・曲に合わせた歌声を
合成するソフト）曲のカバーを中心とした「歌ってみた」
作品が発端であり、元は趣味の延長線上でした。ですが
人気の出た歌い手のCDがリリースされたりライブが催
されたりと好きな人の輪は着実に広がっています。皆様
も動画サイトを開いた際には気軽に「歌ってみた」を検
索して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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食
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執筆:栗木

あなたの好き！を見つけよう！
魅せられる歌い手の歌声

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、変わったことありますか？

あまり出歩くことができないので、ネット
ショッピングをすることが増えました。 

なるほど！そうですね、気軽に買い物もでき
ないですよね。 

以前は利用していなかったのですが、家で
ゆっくり探せますし、見ても楽しいです。今
は、服をはじめ、化粧品やCD、本などなん
でもネットで買っています。

ネットでしたら気軽に欲しいものを探せま
すね。

気軽に外でお買い物ができる日も待ち遠
しいですが、その日が来るまで、ネットで楽
しみたいなと思います。 

昭和47年（1972年）10月1日に開館した『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』は、今年50周年を迎えます。この節目の年を皆さんと一緒に祝い、盛り上げてい
くため、シンボルマークとなる記念ロゴを皆さんの投票で決定します。想いを込めて
考えた4作品の中から、あなたが最もふさわしいと思うロゴに投票してください♪

日本の美を意識した筆文字風に50thを表現。5は過去、0は
未来の催し物を鮮やかに照らす虹色で彩りました。半世紀
にわたり、多様な文化や芸術を金山の地から発信してきた
伝統を基盤に、未来へと真摯に歩む思いを表現しました。

人々が集い合わさり共鳴していくイメージを集中線で視覚
化しました。柔らかいグリーン色は協調や調和を示唆。50th
の0の中央に配置されたオレンジ色の球体には、数多の想
いが集まって生まれるエネルギーが凝縮されています。

50年間とこれからも続く多種多様の催し物を、虹をモチー
フに表しました。50年という時間の中で生み出された感動
が、時間や空間を超え、新たに彩られた未来を創りあげてほ
しいという願いが込められています。

市民会館前広場の床面に描かれた円形のデザインを図案化
しました。この金山の街を起点に文化・芸術が繋がり広がっ
ていく様子を表現しています。白線は未来へ進む道を、星の
ステッキは明るく楽しいエンタメの世界を示唆しています。

名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館
50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念ロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴ投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票
名古屋市民会館

50周年記念ロゴ投票
名古屋市民会館

50周年記念ロゴ投票

2022年3月1日（火）～31（木）

作品

どなたでも投票可能

01

作品
03

作品
02

作品
04

期　　間

投票方法

● 市民会館ホームページ専用フォーム
 ＵＲＬ：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
 event/rogo.html
● 市民会館1Fロビーに設置の投票BOX2022年4月上旬頃 ※予定

資　　格

結果発表

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

2

1

アスナル金山

4 13～～

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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

5 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

6 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

7 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

4 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

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

編 集 後 記 [Writer:迫田]

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

昨年末、あいち若者ワクチン接種キャンペーンの食事券1万円分が当たり、
残り5千円分をどこで使おうか悩んでいる今日この頃（2月上旬）。愛知県
内で行ったことのないお店を開拓するきっかけになりました。いつもとは
違う場所で、ゆっくりおいしいものを食べて、ぼーっとする時間を堪能し
ています。この1万円分でおいしいもの食べるぞーと最初は、意気込んでい
たものの、いざどこで何を食べようか考えると意外と悩んでしまうもので
すね…！

※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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022

1

6

9

10

13

21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ
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30

31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

〈 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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022

1

6

9

10

13

21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ
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11
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22

23

24

30

31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

〈 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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022

1

6

9

10

13

21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ
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11

12
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19

20

21

22

23

24

30

31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

〈 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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022
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21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ
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31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

〈 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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022

1

6

9

10

13

21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

9

11

12

18

19

20

21

22

23

24

30

31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

〈 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3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

　皆様はどんなことに春の訪れを感じますか？私はま
だ冷たさの残る夜道を歩いている時、何処からともな
く香る沈丁花の匂いに「ああ、また春がやって来るのだ
な」と冬の寒さに縮こまっていた心がほころびます。香
りが千里のかなたまで届くことから「千里香」の別名を
持ち、丸いポンポンのような愛らしい姿が見えずとも、
その存在を知らせる沈丁花。雨に触れれば散ってしまう
秋の金木犀の儚さも素敵ですが、雨露に濡れながらも
更に匂い立つ沈丁花の凛々しさは、春の生命力そのも
のようで好ましく思います。

　人間の五感の中でも嗅覚だけが記憶をつかさどる海
馬に直接情報を送ることができ、深く想い出とつながっ
ているそうで、沈丁花の香りは私を一瞬にして幼少期
を過ごした生家の庭へと連れて行ってくれます。片隅に
沈丁花が咲く庭を、飼っていた犬の親子がじゃれあって
駆け回る様子までも鮮明によみがえってくるのです。家
の建て替えによって当時の庭は無くなってしまいまし
たが、今年の春は昔を懐かしみ、殺風景なベランダに沈
丁花の鉢植えを迎え入れられたら良いなと考えており
ます。

沈丁花 春の記憶
Writer  栗木

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！

ひなまつり ［甘酒と白酒］

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、奥村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
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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

　童謡「ひなまつり」の中で右大臣様がお召しになって顔を
赤くする白酒。私はずっと甘酒と混同していて、右大臣様っ
たら強そうに見えて実はお酒が弱いなんてカワイイと大き
な勘違いをしていました。
　甘酒と白酒はどちらもとろりと白く濁っていて見た目は
そっくりですが、アルコールがほぼ含まれず家庭でも比較
的簡単に作れる甘酒に比べ、白酒はアルコール分が9％も
あるリキュールに分類される立派なお酒。甘酒で十分に酔
える私のようなお酒が弱い方やお子様は、間違っても白酒
を飲まないようにご注意ください。

今回は昨年の紅白歌合戦にも出場し、認知度は上がり
つつも知る人ぞ知る歌い手を解説したいと思います。
歌い手とは既存曲のカバーやオリジナル曲を動画サイ
トに投稿するボーカリストの総称です。動画サイトにお
けるVOCALOID（ボーカロイド・曲に合わせた歌声を
合成するソフト）曲のカバーを中心とした「歌ってみた」
作品が発端であり、元は趣味の延長線上でした。ですが
人気の出た歌い手のCDがリリースされたりライブが催
されたりと好きな人の輪は着実に広がっています。皆様
も動画サイトを開いた際には気軽に「歌ってみた」を検
索して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

あなたの好き！を見つけよう！
魅せられる歌い手の歌声

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、変わったことありますか？

あまり出歩くことができないので、ネット
ショッピングをすることが増えました。 

なるほど！そうですね、気軽に買い物もでき
ないですよね。 

以前は利用していなかったのですが、家で
ゆっくり探せますし、見ても楽しいです。今
は、服をはじめ、化粧品やCD、本などなん
でもネットで買っています。

ネットでしたら気軽に欲しいものを探せま
すね。

気軽に外でお買い物ができる日も待ち遠
しいですが、その日が来るまで、ネットで楽
しみたいなと思います。 

昭和47年（1972年）10月1日に開館した『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』は、今年50周年を迎えます。この節目の年を皆さんと一緒に祝い、盛り上げてい
くため、シンボルマークとなる記念ロゴを皆さんの投票で決定します。想いを込めて
考えた4作品の中から、あなたが最もふさわしいと思うロゴに投票してください♪

日本の美を意識した筆文字風に50thを表現。5は過去、0は
未来の催し物を鮮やかに照らす虹色で彩りました。半世紀
にわたり、多様な文化や芸術を金山の地から発信してきた
伝統を基盤に、未来へと真摯に歩む思いを表現しました。

人々が集い合わさり共鳴していくイメージを集中線で視覚
化しました。柔らかいグリーン色は協調や調和を示唆。50th
の0の中央に配置されたオレンジ色の球体には、数多の想
いが集まって生まれるエネルギーが凝縮されています。

50年間とこれからも続く多種多様の催し物を、虹をモチー
フに表しました。50年という時間の中で生み出された感動
が、時間や空間を超え、新たに彩られた未来を創りあげてほ
しいという願いが込められています。

市民会館前広場の床面に描かれた円形のデザインを図案化
しました。この金山の街を起点に文化・芸術が繋がり広がっ
ていく様子を表現しています。白線は未来へ進む道を、星の
ステッキは明るく楽しいエンタメの世界を示唆しています。

名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館
50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念ロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴ投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票
名古屋市民会館

50周年記念ロゴ投票
名古屋市民会館

50周年記念ロゴ投票

2022年3月1日（火）～31（木）

作品

どなたでも投票可能

01

作品
03

作品
02

作品
04

期　　間

投票方法

● 市民会館ホームページ専用フォーム
 ＵＲＬ：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
 event/rogo.html
● 市民会館1Fロビーに設置の投票BOX2022年4月上旬頃 ※予定

資　　格

結果発表

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

2

1

アスナル金山

4 13～～

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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

5 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

6 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

7 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

4 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

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

編 集 後 記 [Writer:迫田]

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

昨年末、あいち若者ワクチン接種キャンペーンの食事券1万円分が当たり、
残り5千円分をどこで使おうか悩んでいる今日この頃（2月上旬）。愛知県
内で行ったことのないお店を開拓するきっかけになりました。いつもとは
違う場所で、ゆっくりおいしいものを食べて、ぼーっとする時間を堪能し
ています。この1万円分でおいしいもの食べるぞーと最初は、意気込んでい
たものの、いざどこで何を食べようか考えると意外と悩んでしまうもので
すね…！

※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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022

1

6

9

10

13

21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

9

11

12

18

19

20

21

22

23

24

30

31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

〈 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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022

1

6

9

10

13

21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

9

11

12

18

19

20

21

22

23

24

30

31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

〈 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3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

　皆様はどんなことに春の訪れを感じますか？私はま
だ冷たさの残る夜道を歩いている時、何処からともな
く香る沈丁花の匂いに「ああ、また春がやって来るのだ
な」と冬の寒さに縮こまっていた心がほころびます。香
りが千里のかなたまで届くことから「千里香」の別名を
持ち、丸いポンポンのような愛らしい姿が見えずとも、
その存在を知らせる沈丁花。雨に触れれば散ってしまう
秋の金木犀の儚さも素敵ですが、雨露に濡れながらも
更に匂い立つ沈丁花の凛々しさは、春の生命力そのも
のようで好ましく思います。

　人間の五感の中でも嗅覚だけが記憶をつかさどる海
馬に直接情報を送ることができ、深く想い出とつながっ
ているそうで、沈丁花の香りは私を一瞬にして幼少期
を過ごした生家の庭へと連れて行ってくれます。片隅に
沈丁花が咲く庭を、飼っていた犬の親子がじゃれあって
駆け回る様子までも鮮明によみがえってくるのです。家
の建て替えによって当時の庭は無くなってしまいまし
たが、今年の春は昔を懐かしみ、殺風景なベランダに沈
丁花の鉢植えを迎え入れられたら良いなと考えており
ます。

沈丁花 春の記憶
Writer  栗木

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！

ひなまつり ［甘酒と白酒］

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、奥村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

　童謡「ひなまつり」の中で右大臣様がお召しになって顔を
赤くする白酒。私はずっと甘酒と混同していて、右大臣様っ
たら強そうに見えて実はお酒が弱いなんてカワイイと大き
な勘違いをしていました。
　甘酒と白酒はどちらもとろりと白く濁っていて見た目は
そっくりですが、アルコールがほぼ含まれず家庭でも比較
的簡単に作れる甘酒に比べ、白酒はアルコール分が9％も
あるリキュールに分類される立派なお酒。甘酒で十分に酔
える私のようなお酒が弱い方やお子様は、間違っても白酒
を飲まないようにご注意ください。

今回は昨年の紅白歌合戦にも出場し、認知度は上がり
つつも知る人ぞ知る歌い手を解説したいと思います。
歌い手とは既存曲のカバーやオリジナル曲を動画サイ
トに投稿するボーカリストの総称です。動画サイトにお
けるVOCALOID（ボーカロイド・曲に合わせた歌声を
合成するソフト）曲のカバーを中心とした「歌ってみた」
作品が発端であり、元は趣味の延長線上でした。ですが
人気の出た歌い手のCDがリリースされたりライブが催
されたりと好きな人の輪は着実に広がっています。皆様
も動画サイトを開いた際には気軽に「歌ってみた」を検
索して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

あなたの好き！を見つけよう！
魅せられる歌い手の歌声

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、変わったことありますか？

あまり出歩くことができないので、ネット
ショッピングをすることが増えました。 

なるほど！そうですね、気軽に買い物もでき
ないですよね。 

以前は利用していなかったのですが、家で
ゆっくり探せますし、見ても楽しいです。今
は、服をはじめ、化粧品やCD、本などなん
でもネットで買っています。

ネットでしたら気軽に欲しいものを探せま
すね。

気軽に外でお買い物ができる日も待ち遠
しいですが、その日が来るまで、ネットで楽
しみたいなと思います。 

昭和47年（1972年）10月1日に開館した『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』は、今年50周年を迎えます。この節目の年を皆さんと一緒に祝い、盛り上げてい
くため、シンボルマークとなる記念ロゴを皆さんの投票で決定します。想いを込めて
考えた4作品の中から、あなたが最もふさわしいと思うロゴに投票してください♪

日本の美を意識した筆文字風に50thを表現。5は過去、0は
未来の催し物を鮮やかに照らす虹色で彩りました。半世紀
にわたり、多様な文化や芸術を金山の地から発信してきた
伝統を基盤に、未来へと真摯に歩む思いを表現しました。

人々が集い合わさり共鳴していくイメージを集中線で視覚
化しました。柔らかいグリーン色は協調や調和を示唆。50th
の0の中央に配置されたオレンジ色の球体には、数多の想
いが集まって生まれるエネルギーが凝縮されています。

50年間とこれからも続く多種多様の催し物を、虹をモチー
フに表しました。50年という時間の中で生み出された感動
が、時間や空間を超え、新たに彩られた未来を創りあげてほ
しいという願いが込められています。

市民会館前広場の床面に描かれた円形のデザインを図案化
しました。この金山の街を起点に文化・芸術が繋がり広がっ
ていく様子を表現しています。白線は未来へ進む道を、星の
ステッキは明るく楽しいエンタメの世界を示唆しています。

名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館名古屋市民会館
50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念50周年記念ロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴ投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票投票
名古屋市民会館

50周年記念ロゴ投票
名古屋市民会館

50周年記念ロゴ投票

2022年3月1日（火）～31（木）

作品

どなたでも投票可能

01

作品
03

作品
02

作品
04

期　　間

投票方法

● 市民会館ホームページ専用フォーム
 ＵＲＬ：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
 event/rogo.html
● 市民会館1Fロビーに設置の投票BOX2022年4月上旬頃 ※予定

資　　格

結果発表

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

2

1

アスナル金山

4 13～～

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

8 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

9 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

10 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

11 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

12 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

13 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

5 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

6 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

7 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

4 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

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

編 集 後 記 [Writer:迫田]

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

昨年末、あいち若者ワクチン接種キャンペーンの食事券1万円分が当たり、
残り5千円分をどこで使おうか悩んでいる今日この頃（2月上旬）。愛知県
内で行ったことのないお店を開拓するきっかけになりました。いつもとは
違う場所で、ゆっくりおいしいものを食べて、ぼーっとする時間を堪能し
ています。この1万円分でおいしいもの食べるぞーと最初は、意気込んでい
たものの、いざどこで何を食べようか考えると意外と悩んでしまうもので
すね…！

※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 2022.3
※ 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 3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

3月1日(火) 3月1日(火)

◆点検日 3月7日（月）・11日（金）・28日（月）
※11日は17:30より

◆点検日 3月7日（月）・14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） 4月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 5月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 6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） 6月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 4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

2月15日現在

2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及び曲目が変更になる場合があります。

第499回定期演奏会
〈スペシャリティ〉シリーズ

井上道義のショスタコーヴィチ＃8

◆ 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：3月11日(金) 18：45開演／12日(土) 16：00開演 ］

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県芸術大学+名フィル

スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ

◆ 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：3月31日(木) 18：45開演 ］

指揮：川瀬 賢太郎
管弦楽共演：愛知県立芸術大学管弦楽団
・コープランド：バレエ『アパラチアの春』組曲【名フィル単独演奏】
・チャイコフスキー：バレエ『白鳥の湖』（抜粋）【県芸大単独演奏】
・ストラヴィンスキー：バレエ『春の祭典』【合同演奏】

▶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：井上 道義
チェロ：佐藤 晴真*
・ハイドン：チェロ協奏曲第2番*
・ショスタコーヴィチ：交響曲第8番

3/19（土）音楽プラザ主催／「世界にはばたく若い演奏家たち」ピアノソロコンサート
※要事前申込

栞　春のコンサート

ボイメンエリア研究生
「Dreams come true夢は叶えるもの」

卒業式

学校法人三幸学園　
名古屋ビューティーアート専門学校　
令和3年度卒業式・謝恩会

名鶴ダンスカンパニー　創立40周年記念　
第27回研究発表会

清水ミチコ大感謝祭～作曲法SPECIAL～

第15回大同大学大同高等学校
吹奏楽部定期演奏会

中部バレエフェスティバル

西川流鯉女一門追善舞踊会

第1回YBCバレエコンクール名古屋

名古屋市立志賀中学校合唱部
サンクスコンサート2022

1

6

9

10

13

21

22

23

27

29

30

(火)

(日)

(水)

(木)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(日)

(火)

(水)

with栞

090-6464-5551

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

名古屋こども専門学校

052-533-2110

学校法人三幸学園

名古屋ビューティーアート専門学校

052-533-3363

名鶴ダンスカンパニー

052-251-8790

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

大同大学大同高等学校

052-611-0511

公益社団法人日本バレエ協会　中部支部

（問）川口節子バレエスタジオ 090-8547-0518

鯉女一門会

052-951-1125

ＹＢＣバレエコンクール名古屋

045-434-0555

名古屋市立志賀中学校　合唱部　(山本)

052-914-0024

3,000円

全席指定：6,000円

関係者のみ

関係者のみ

指定席：3,000円

全席指定：6,500円

関係者のみ

全指定席：3,000円

4,000円

無料

入場無料(要整理券)

※問い合わせは山本まで。

18:30～未定

①12:30～未定

②17:30～未定

13:30～15:00

13:00～17:15

17:00～19:00

16:00～未定

17:30～20:15

18:45～20:10

11:00～18:00

11:00～19:00

13:30～15:30

M-1ツアースペシャル2022

防災・減災コンサート

FUNKY MONKEY BΛBY’S 全国ツアー 
「YELL JAPAN」

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP 
(Kyoko Koizumi Pop Party)

吉本新喜劇&バラエティーショーin名古屋

miwa concert tour 2022 ”Sparkle”

オン・ザ・ロード2022

入試問題研究会2022

愛知淑徳中学・高等学校管弦楽団
第12回定期演奏会

愛知淑徳中学校・高等学校吹奏楽部
第35回定期演奏会　Family Concert

愛知県立名古屋南高等学校吹奏楽部
第23回定期演奏会

第80回市民会館名曲シリーズ
愛知県立芸術大学＋名フィル
スペシャル・ジョイント・コンサート
川瀬賢太郎の三大バレエ
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11

12

18

19

20

21

22

23

24

30

31

(水)

(金)

(土)

(金)

(土)

(日)

(月・祝)

(火)

(水)

(木)

(水)

(木)

吉本興業株式会社
052-252-7250

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

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

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

エスフラッグプロモーション
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

日能研（東海本部）
0120-194375

愛知淑徳中学校・高等学校
052-781-1151

愛知県立名古屋南高等学校
052-613-0001

（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）

前売：4,500円
当日：5,000円

参加無料
※要事前応募

指定席：8,800円
注釈付き指定席：8,800円

全席指定：9,900円

全席指定：5,500円

全席指定：6,800円

無料…要申し込み

関係者のみ

要整理券

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

①15:00～16:30
②18:30～20:00

13:30～15:15

17:30～未定

18:30～未定

①12:00～14:00
②15:30～17:30

17:00～未定

10:00～12:00

①9:30～11:30
②12:30～14:30

18:00～20:00

18:00～20:00

17:30～20:30

18:45～20:45

〈 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


