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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

　新年度になりました！今年
は、市民会館にとって開館50
周年という記念の年です。これ
から、１年を通して記念事業な
どが増えてくるところですが、
そんな中、とても縁起の良い
虹の写真をいただきました。
（写真提供：ファミリーマート名古屋金山二丁目店様よ
り）記念の年にこんなにきれいな虹が現れるなんて、
なんだか、祝福してくれているみたいですよね！

　また、会館の情報誌が「に
じいろ」という名前になった
のは「彩り豊かなイベントの
発信、そして、みなさまと市
民会館・音楽プラザを結ぶ架
け橋となれるように…」とい
う意味が込められています。

ですので、会館全体を囲うように大きな虹がかかって
いる姿は、まさに、この情報誌「にじいろ」ができた当初
の願いを表しているようにも見えました。　

虹の祝福
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

お花見 ［団子］

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、村瀬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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　桜咲く季節となりました。お花見といったら「花より団
子」。花見の時に団子を食べるきっかけとなったのは、豊臣
秀吉が京都の醍醐寺で開いた盛大な茶会で、日本全国から
美味といわれるお菓子を取り寄せ振舞ったことからだとか。
さすが派手好きな秀吉、なんとも心躍るはからいですね、出
来うるものなら参加してみたかった！
　私たちはこの２年間ほどをコロナ禍という正に永い冬の
時代を過ごしてきました。今年こそは桜の開花と共に本当
の春が来ることを切に願いつつ、三色団子を頬張っており
ます。

今回は先月号の歌い手のコラムでも触れた、名前は知ってい
ても具体的に何か分からない…という方も多いのではない
かと思われるVOCALOID（ボーカロイド）について紹介しま
す。VOCALOIDとは歌詞とメロディーを入力することで歌声
を合成することができる製品のことです。略称として「ボカ
ロ」と呼ばれることもあり。また、VOCALOIDを使用した楽曲
をボカロ曲、楽曲を作る作曲家はボカロPと呼ばれます。とに
かく多種多様なボカロ、楽曲も少し検索してみただけでたく
さんのクオリティの高い作品に触れることができます。皆様
も百聞は一見に如かずということで気軽に動画サイトでボカ
ロ曲を聞いてみてはいかがでしょう？

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

自由自在に響かせる歌声
VOCALOID

Writer  中村

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？

感染状況が落ち着いている際に遊びに行くとき
は、換気を気にしなくてよい野外を選ぶようになり、
特に神戸の王子動物園へ行くことが増えました。

なるほど！野外なら安全に足を運べますね！

パンダ舎は入場制限があるので、密集することなく
安心してパンダの「タンタン」のかわいい姿を楽し
めますよ。

いいですね！最近パンダは人気ですよね！

パンダは睡眠時間が長く、特に高齢のタンタンは
よく寝ているので、寝顔ばかり見つめています。
お食事タイムなど起きている姿ももっと見たい
なぁ～。

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

今年10月1日に開館50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）』では、周年を記念して、さまざまなイベントを企画中！
今回は、その中身を少しだけご紹介します♪
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名古屋で活躍する文化人や市民
会館ゆかりの人物や団体を中心
に、市民会館のこれまで＜過去＞
とこれから＜未来＞をテーマにイ
ンタビュー。公式YouTubeチャ
ンネル「かなやまにじいろ」で公開
します。

あなたと市民会館の、これまで
＜過去＞とこれから＜未来＞のエ
ピソードを募集します。

会館内に展示・保管されている美
術品をバーチャルツアーでご紹
介します。

建設前から完成に至るまで、そし
て開館から今日までの市民会館
の50年の歴史を写真と動画でご
紹介します。

公式SNSアカウント（YouTube・
Facebook・Instagram）でも連
動イベントを開催。フォローよろ
しくお願いします♪

その他にも、さまざまな
イベントを企画中！！

最新の情報は、特設サイトをご確認ください！
URL：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/
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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

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:中村]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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映画鑑賞は趣味の一つであり、１シーズンに１回は映画館に足を運びます
が、今年公開される作品の中で一際楽しみにしているのは、湊かなえさん
原作の作品「母性」です。公開は秋の予定でまだまだ先ですが映画館のスク
リーンで見られるのがとても楽しみです。湊さんのファンになったきっか
けは、中学校の読書感想文のために母と一緒に書店で選んだ本が「告白」
だったことでした。あの時の出会いがなければ今こんなにわくわくする気
持ちも無いのだと思うと少し感慨深いです。
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年4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

　新年度になりました！今年
は、市民会館にとって開館50
周年という記念の年です。これ
から、１年を通して記念事業な
どが増えてくるところですが、
そんな中、とても縁起の良い
虹の写真をいただきました。
（写真提供：ファミリーマート名古屋金山二丁目店様よ
り）記念の年にこんなにきれいな虹が現れるなんて、
なんだか、祝福してくれているみたいですよね！

　また、会館の情報誌が「に
じいろ」という名前になった
のは「彩り豊かなイベントの
発信、そして、みなさまと市
民会館・音楽プラザを結ぶ架
け橋となれるように…」とい
う意味が込められています。

ですので、会館全体を囲うように大きな虹がかかって
いる姿は、まさに、この情報誌「にじいろ」ができた当初
の願いを表しているようにも見えました。　

虹の祝福
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

お花見 ［団子］

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、村瀬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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突撃突撃

　桜咲く季節となりました。お花見といったら「花より団
子」。花見の時に団子を食べるきっかけとなったのは、豊臣
秀吉が京都の醍醐寺で開いた盛大な茶会で、日本全国から
美味といわれるお菓子を取り寄せ振舞ったことからだとか。
さすが派手好きな秀吉、なんとも心躍るはからいですね、出
来うるものなら参加してみたかった！
　私たちはこの２年間ほどをコロナ禍という正に永い冬の
時代を過ごしてきました。今年こそは桜の開花と共に本当
の春が来ることを切に願いつつ、三色団子を頬張っており
ます。

今回は先月号の歌い手のコラムでも触れた、名前は知ってい
ても具体的に何か分からない…という方も多いのではない
かと思われるVOCALOID（ボーカロイド）について紹介しま
す。VOCALOIDとは歌詞とメロディーを入力することで歌声
を合成することができる製品のことです。略称として「ボカ
ロ」と呼ばれることもあり。また、VOCALOIDを使用した楽曲
をボカロ曲、楽曲を作る作曲家はボカロPと呼ばれます。とに
かく多種多様なボカロ、楽曲も少し検索してみただけでたく
さんのクオリティの高い作品に触れることができます。皆様
も百聞は一見に如かずということで気軽に動画サイトでボカ
ロ曲を聞いてみてはいかがでしょう？

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

自由自在に響かせる歌声
VOCALOID

Writer  中村

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？

感染状況が落ち着いている際に遊びに行くとき
は、換気を気にしなくてよい野外を選ぶようになり、
特に神戸の王子動物園へ行くことが増えました。

なるほど！野外なら安全に足を運べますね！

パンダ舎は入場制限があるので、密集することなく
安心してパンダの「タンタン」のかわいい姿を楽し
めますよ。

いいですね！最近パンダは人気ですよね！

パンダは睡眠時間が長く、特に高齢のタンタンは
よく寝ているので、寝顔ばかり見つめています。
お食事タイムなど起きている姿ももっと見たい
なぁ～。

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

今年10月1日に開館50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）』では、周年を記念して、さまざまなイベントを企画中！
今回は、その中身を少しだけご紹介します♪

市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館
『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』『未来のカタチ』
１分間インタビュー１分間インタビュー１分間インタビュー１分間インタビュー１分間インタビュー１分間インタビュー１分間インタビュー１分間インタビュー１分間インタビュー

市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー

市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー

想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集想い出・未来エピソード募集 美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー美術品バーチャルツアー

市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る SNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベント

名古屋で活躍する文化人や市民
会館ゆかりの人物や団体を中心
に、市民会館のこれまで＜過去＞
とこれから＜未来＞をテーマにイ
ンタビュー。公式YouTubeチャ
ンネル「かなやまにじいろ」で公開
します。

あなたと市民会館の、これまで
＜過去＞とこれから＜未来＞のエ
ピソードを募集します。

会館内に展示・保管されている美
術品をバーチャルツアーでご紹
介します。

建設前から完成に至るまで、そし
て開館から今日までの市民会館
の50年の歴史を写真と動画でご
紹介します。

公式SNSアカウント（YouTube・
Facebook・Instagram）でも連
動イベントを開催。フォローよろ
しくお願いします♪

その他にも、さまざまな
イベントを企画中！！

最新の情報は、特設サイトをご確認ください！
URL：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/
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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

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:中村]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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映画鑑賞は趣味の一つであり、１シーズンに１回は映画館に足を運びます
が、今年公開される作品の中で一際楽しみにしているのは、湊かなえさん
原作の作品「母性」です。公開は秋の予定でまだまだ先ですが映画館のスク
リーンで見られるのがとても楽しみです。湊さんのファンになったきっか
けは、中学校の読書感想文のために母と一緒に書店で選んだ本が「告白」
だったことでした。あの時の出会いがなければ今こんなにわくわくする気
持ちも無いのだと思うと少し感慨深いです。
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年4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

　新年度になりました！今年
は、市民会館にとって開館50
周年という記念の年です。これ
から、１年を通して記念事業な
どが増えてくるところですが、
そんな中、とても縁起の良い
虹の写真をいただきました。
（写真提供：ファミリーマート名古屋金山二丁目店様よ
り）記念の年にこんなにきれいな虹が現れるなんて、
なんだか、祝福してくれているみたいですよね！

　また、会館の情報誌が「に
じいろ」という名前になった
のは「彩り豊かなイベントの
発信、そして、みなさまと市
民会館・音楽プラザを結ぶ架
け橋となれるように…」とい
う意味が込められています。

ですので、会館全体を囲うように大きな虹がかかって
いる姿は、まさに、この情報誌「にじいろ」ができた当初
の願いを表しているようにも見えました。　

虹の祝福
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

お花見 ［団子］

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、村瀬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

　桜咲く季節となりました。お花見といったら「花より団
子」。花見の時に団子を食べるきっかけとなったのは、豊臣
秀吉が京都の醍醐寺で開いた盛大な茶会で、日本全国から
美味といわれるお菓子を取り寄せ振舞ったことからだとか。
さすが派手好きな秀吉、なんとも心躍るはからいですね、出
来うるものなら参加してみたかった！
　私たちはこの２年間ほどをコロナ禍という正に永い冬の
時代を過ごしてきました。今年こそは桜の開花と共に本当
の春が来ることを切に願いつつ、三色団子を頬張っており
ます。

今回は先月号の歌い手のコラムでも触れた、名前は知ってい
ても具体的に何か分からない…という方も多いのではない
かと思われるVOCALOID（ボーカロイド）について紹介しま
す。VOCALOIDとは歌詞とメロディーを入力することで歌声
を合成することができる製品のことです。略称として「ボカ
ロ」と呼ばれることもあり。また、VOCALOIDを使用した楽曲
をボカロ曲、楽曲を作る作曲家はボカロPと呼ばれます。とに
かく多種多様なボカロ、楽曲も少し検索してみただけでたく
さんのクオリティの高い作品に触れることができます。皆様
も百聞は一見に如かずということで気軽に動画サイトでボカ
ロ曲を聞いてみてはいかがでしょう？

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

催
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執筆:栗木

自由自在に響かせる歌声
VOCALOID

Writer  中村

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？

感染状況が落ち着いている際に遊びに行くとき
は、換気を気にしなくてよい野外を選ぶようになり、
特に神戸の王子動物園へ行くことが増えました。

なるほど！野外なら安全に足を運べますね！

パンダ舎は入場制限があるので、密集することなく
安心してパンダの「タンタン」のかわいい姿を楽し
めますよ。

いいですね！最近パンダは人気ですよね！

パンダは睡眠時間が長く、特に高齢のタンタンは
よく寝ているので、寝顔ばかり見つめています。
お食事タイムなど起きている姿ももっと見たい
なぁ～。

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

今年10月1日に開館50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）』では、周年を記念して、さまざまなイベントを企画中！
今回は、その中身を少しだけご紹介します♪

市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館
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市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー

市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー
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名古屋で活躍する文化人や市民
会館ゆかりの人物や団体を中心
に、市民会館のこれまで＜過去＞
とこれから＜未来＞をテーマにイ
ンタビュー。公式YouTubeチャ
ンネル「かなやまにじいろ」で公開
します。

あなたと市民会館の、これまで
＜過去＞とこれから＜未来＞のエ
ピソードを募集します。

会館内に展示・保管されている美
術品をバーチャルツアーでご紹
介します。

建設前から完成に至るまで、そし
て開館から今日までの市民会館
の50年の歴史を写真と動画でご
紹介します。

公式SNSアカウント（YouTube・
Facebook・Instagram）でも連
動イベントを開催。フォローよろ
しくお願いします♪

その他にも、さまざまな
イベントを企画中！！

最新の情報は、特設サイトをご確認ください！
URL：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/
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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

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:中村]

［WEB SITE］https://nagoya-shimin.hall-info.jp
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映画鑑賞は趣味の一つであり、１シーズンに１回は映画館に足を運びます
が、今年公開される作品の中で一際楽しみにしているのは、湊かなえさん
原作の作品「母性」です。公開は秋の予定でまだまだ先ですが映画館のスク
リーンで見られるのがとても楽しみです。湊さんのファンになったきっか
けは、中学校の読書感想文のために母と一緒に書店で選んだ本が「告白」
だったことでした。あの時の出会いがなければ今こんなにわくわくする気
持ちも無いのだと思うと少し感慨深いです。
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〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年4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

　新年度になりました！今年
は、市民会館にとって開館50
周年という記念の年です。これ
から、１年を通して記念事業な
どが増えてくるところですが、
そんな中、とても縁起の良い
虹の写真をいただきました。
（写真提供：ファミリーマート名古屋金山二丁目店様よ
り）記念の年にこんなにきれいな虹が現れるなんて、
なんだか、祝福してくれているみたいですよね！

　また、会館の情報誌が「に
じいろ」という名前になった
のは「彩り豊かなイベントの
発信、そして、みなさまと市
民会館・音楽プラザを結ぶ架
け橋となれるように…」とい
う意味が込められています。

ですので、会館全体を囲うように大きな虹がかかって
いる姿は、まさに、この情報誌「にじいろ」ができた当初
の願いを表しているようにも見えました。　

虹の祝福
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

お花見 ［団子］

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、村瀬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

　桜咲く季節となりました。お花見といったら「花より団
子」。花見の時に団子を食べるきっかけとなったのは、豊臣
秀吉が京都の醍醐寺で開いた盛大な茶会で、日本全国から
美味といわれるお菓子を取り寄せ振舞ったことからだとか。
さすが派手好きな秀吉、なんとも心躍るはからいですね、出
来うるものなら参加してみたかった！
　私たちはこの２年間ほどをコロナ禍という正に永い冬の
時代を過ごしてきました。今年こそは桜の開花と共に本当
の春が来ることを切に願いつつ、三色団子を頬張っており
ます。

今回は先月号の歌い手のコラムでも触れた、名前は知ってい
ても具体的に何か分からない…という方も多いのではない
かと思われるVOCALOID（ボーカロイド）について紹介しま
す。VOCALOIDとは歌詞とメロディーを入力することで歌声
を合成することができる製品のことです。略称として「ボカ
ロ」と呼ばれることもあり。また、VOCALOIDを使用した楽曲
をボカロ曲、楽曲を作る作曲家はボカロPと呼ばれます。とに
かく多種多様なボカロ、楽曲も少し検索してみただけでたく
さんのクオリティの高い作品に触れることができます。皆様
も百聞は一見に如かずということで気軽に動画サイトでボカ
ロ曲を聞いてみてはいかがでしょう？

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

自由自在に響かせる歌声
VOCALOID

Writer  中村

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？

感染状況が落ち着いている際に遊びに行くとき
は、換気を気にしなくてよい野外を選ぶようになり、
特に神戸の王子動物園へ行くことが増えました。

なるほど！野外なら安全に足を運べますね！

パンダ舎は入場制限があるので、密集することなく
安心してパンダの「タンタン」のかわいい姿を楽し
めますよ。

いいですね！最近パンダは人気ですよね！

パンダは睡眠時間が長く、特に高齢のタンタンは
よく寝ているので、寝顔ばかり見つめています。
お食事タイムなど起きている姿ももっと見たい
なぁ～。

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

今年10月1日に開館50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）』では、周年を記念して、さまざまなイベントを企画中！
今回は、その中身を少しだけご紹介します♪

市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館
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市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー

市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー
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名古屋で活躍する文化人や市民
会館ゆかりの人物や団体を中心
に、市民会館のこれまで＜過去＞
とこれから＜未来＞をテーマにイ
ンタビュー。公式YouTubeチャ
ンネル「かなやまにじいろ」で公開
します。

あなたと市民会館の、これまで
＜過去＞とこれから＜未来＞のエ
ピソードを募集します。

会館内に展示・保管されている美
術品をバーチャルツアーでご紹
介します。

建設前から完成に至るまで、そし
て開館から今日までの市民会館
の50年の歴史を写真と動画でご
紹介します。

公式SNSアカウント（YouTube・
Facebook・Instagram）でも連
動イベントを開催。フォローよろ
しくお願いします♪

その他にも、さまざまな
イベントを企画中！！

最新の情報は、特設サイトをご確認ください！
URL：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/
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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

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:中村]

［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

映画鑑賞は趣味の一つであり、１シーズンに１回は映画館に足を運びます
が、今年公開される作品の中で一際楽しみにしているのは、湊かなえさん
原作の作品「母性」です。公開は秋の予定でまだまだ先ですが映画館のスク
リーンで見られるのがとても楽しみです。湊さんのファンになったきっか
けは、中学校の読書感想文のために母と一緒に書店で選んだ本が「告白」
だったことでした。あの時の出会いがなければ今こんなにわくわくする気
持ちも無いのだと思うと少し感慨深いです。

※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 2022.4
※ 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 4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

4月1日(金) 4月1日(金)

◆点検日 4月11日（月）・25日（月） ◆点検日 4月4日（月）・18日（月）・25日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 5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》  クラシック名古屋 ［TEL］052-678-5310  ［URL］ https://clanago.com

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料

3月15日現在

3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

［TEL］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500回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
モーツァルト

◆ 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：4月15日(金) 18：45開演／16日(土) 16：00開演 ］

第81回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅰ ハンガリー

◆ 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：4月27日(水) 18：45開演 ］

指揮：高関 健　　　ピアノ：金子 三勇士*
・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
・コダーイ：ハンガリー民謡『孔雀』による変奏曲

▶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：小泉 和裕
・モーツァルト：交響曲第41番『ジュピター』
・R.シュトラウス：アルプス交響曲

4/10（日）19:00 クラシック名古屋／GARDEN WINDS ～オーボエとピアノで綴る心洗うメロディー
※要事前申込

cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式
※ビレッジホールはライブ配信(保護者向け）

橋幸夫コンサート

TEAM SHACHI
TOUR 2022
～猪突！猛進！猛進！猛進！猛進！～
 ＜名古屋城路上デビュー10周年記念公演＞

無名塾「左の腕」

日本舞踊　花柳流　第14回梅奈香会

松井誠特別公演2022

next to normal

Hello! Project
2022 Spring  CITY CIRCUIT
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(日)

(火)

(水)

(土)

(日)

(水)

(木)

(日)

(金)

(金・祝)

(土)

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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022

1

5

6

7

8

10

12

13

15

16

23

24

26

27

30

(金)

(火)

(水)

(木)

(金)
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東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

〈 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4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

　新年度になりました！今年
は、市民会館にとって開館50
周年という記念の年です。これ
から、１年を通して記念事業な
どが増えてくるところですが、
そんな中、とても縁起の良い
虹の写真をいただきました。
（写真提供：ファミリーマート名古屋金山二丁目店様よ
り）記念の年にこんなにきれいな虹が現れるなんて、
なんだか、祝福してくれているみたいですよね！

　また、会館の情報誌が「に
じいろ」という名前になった
のは「彩り豊かなイベントの
発信、そして、みなさまと市
民会館・音楽プラザを結ぶ架
け橋となれるように…」とい
う意味が込められています。

ですので、会館全体を囲うように大きな虹がかかって
いる姿は、まさに、この情報誌「にじいろ」ができた当初
の願いを表しているようにも見えました。　

虹の祝福
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

お花見 ［団子］

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、村瀬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
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　桜咲く季節となりました。お花見といったら「花より団
子」。花見の時に団子を食べるきっかけとなったのは、豊臣
秀吉が京都の醍醐寺で開いた盛大な茶会で、日本全国から
美味といわれるお菓子を取り寄せ振舞ったことからだとか。
さすが派手好きな秀吉、なんとも心躍るはからいですね、出
来うるものなら参加してみたかった！
　私たちはこの２年間ほどをコロナ禍という正に永い冬の
時代を過ごしてきました。今年こそは桜の開花と共に本当
の春が来ることを切に願いつつ、三色団子を頬張っており
ます。

今回は先月号の歌い手のコラムでも触れた、名前は知ってい
ても具体的に何か分からない…という方も多いのではない
かと思われるVOCALOID（ボーカロイド）について紹介しま
す。VOCALOIDとは歌詞とメロディーを入力することで歌声
を合成することができる製品のことです。略称として「ボカ
ロ」と呼ばれることもあり。また、VOCALOIDを使用した楽曲
をボカロ曲、楽曲を作る作曲家はボカロPと呼ばれます。とに
かく多種多様なボカロ、楽曲も少し検索してみただけでたく
さんのクオリティの高い作品に触れることができます。皆様
も百聞は一見に如かずということで気軽に動画サイトでボカ
ロ曲を聞いてみてはいかがでしょう？

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

自由自在に響かせる歌声
VOCALOID

Writer  中村

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？

感染状況が落ち着いている際に遊びに行くとき
は、換気を気にしなくてよい野外を選ぶようになり、
特に神戸の王子動物園へ行くことが増えました。

なるほど！野外なら安全に足を運べますね！

パンダ舎は入場制限があるので、密集することなく
安心してパンダの「タンタン」のかわいい姿を楽し
めますよ。

いいですね！最近パンダは人気ですよね！

パンダは睡眠時間が長く、特に高齢のタンタンは
よく寝ているので、寝顔ばかり見つめています。
お食事タイムなど起きている姿ももっと見たい
なぁ～。

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

今年10月1日に開館50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）』では、周年を記念して、さまざまなイベントを企画中！
今回は、その中身を少しだけご紹介します♪
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名古屋で活躍する文化人や市民
会館ゆかりの人物や団体を中心
に、市民会館のこれまで＜過去＞
とこれから＜未来＞をテーマにイ
ンタビュー。公式YouTubeチャ
ンネル「かなやまにじいろ」で公開
します。

あなたと市民会館の、これまで
＜過去＞とこれから＜未来＞のエ
ピソードを募集します。

会館内に展示・保管されている美
術品をバーチャルツアーでご紹
介します。

建設前から完成に至るまで、そし
て開館から今日までの市民会館
の50年の歴史を写真と動画でご
紹介します。

公式SNSアカウント（YouTube・
Facebook・Instagram）でも連
動イベントを開催。フォローよろ
しくお願いします♪

その他にも、さまざまな
イベントを企画中！！

最新の情報は、特設サイトをご確認ください！
URL：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/
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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

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:中村]

［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

映画鑑賞は趣味の一つであり、１シーズンに１回は映画館に足を運びます
が、今年公開される作品の中で一際楽しみにしているのは、湊かなえさん
原作の作品「母性」です。公開は秋の予定でまだまだ先ですが映画館のスク
リーンで見られるのがとても楽しみです。湊さんのファンになったきっか
けは、中学校の読書感想文のために母と一緒に書店で選んだ本が「告白」
だったことでした。あの時の出会いがなければ今こんなにわくわくする気
持ちも無いのだと思うと少し感慨深いです。

※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 2022.4
※ 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 4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
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【日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ】

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索かなやまにじいろ 検 索

ご利用案内
日本特殊陶業市民会館

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

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

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

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

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

4月1日(金) 4月1日(金)

◆点検日 4月11日（月）・25日（月） ◆点検日 4月4日（月）・18日（月）・25日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 5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》  クラシック名古屋 ［TEL］052-678-5310  ［URL］ https://clanago.com

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料

3月15日現在

3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

［TEL］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500回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
モーツァルト

◆ 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：4月15日(金) 18：45開演／16日(土) 16：00開演 ］

第81回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅰ ハンガリー

◆ 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：4月27日(水) 18：45開演 ］

指揮：高関 健　　　ピアノ：金子 三勇士*
・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
・コダーイ：ハンガリー民謡『孔雀』による変奏曲

▶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：小泉 和裕
・モーツァルト：交響曲第41番『ジュピター』
・R.シュトラウス：アルプス交響曲

4/10（日）19:00 クラシック名古屋／GARDEN WINDS ～オーボエとピアノで綴る心洗うメロディー
※要事前申込

cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式
※ビレッジホールはライブ配信(保護者向け）

橋幸夫コンサート

TEAM SHACHI
TOUR 2022
～猪突！猛進！猛進！猛進！猛進！～
 ＜名古屋城路上デビュー10周年記念公演＞

無名塾「左の腕」

日本舞踊　花柳流　第14回梅奈香会

松井誠特別公演2022

next to normal

Hello! Project
2022 Spring  CITY CIRCUIT
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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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022
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東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

〈 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 2022.4
※ 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 4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

4月1日(金) 4月1日(金)

◆点検日 4月11日（月）・25日（月） ◆点検日 4月4日（月）・18日（月）・25日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 5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》  クラシック名古屋 ［TEL］052-678-5310  ［URL］ https://clanago.com

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料

3月15日現在

3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

［TEL］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500回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
モーツァルト

◆ 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：4月15日(金) 18：45開演／16日(土) 16：00開演 ］

第81回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅰ ハンガリー

◆ 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：4月27日(水) 18：45開演 ］

指揮：高関 健　　　ピアノ：金子 三勇士*
・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
・コダーイ：ハンガリー民謡『孔雀』による変奏曲

▶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：小泉 和裕
・モーツァルト：交響曲第41番『ジュピター』
・R.シュトラウス：アルプス交響曲

4/10（日）19:00 クラシック名古屋／GARDEN WINDS ～オーボエとピアノで綴る心洗うメロディー
※要事前申込

cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式
※ビレッジホールはライブ配信(保護者向け）

橋幸夫コンサート

TEAM SHACHI
TOUR 2022
～猪突！猛進！猛進！猛進！猛進！～
 ＜名古屋城路上デビュー10周年記念公演＞

無名塾「左の腕」

日本舞踊　花柳流　第14回梅奈香会

松井誠特別公演2022

next to normal

Hello! Project
2022 Spring  CITY CIRCUIT
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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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022
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(金)
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(土)

(日)

(火)

(水)

(土)

東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

〈 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 2022.4
※ 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 4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

4月1日(金) 4月1日(金)

◆点検日 4月11日（月）・25日（月） ◆点検日 4月4日（月）・18日（月）・25日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 5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》  クラシック名古屋 ［TEL］052-678-5310  ［URL］ https://clanago.com

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料

3月15日現在

3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

［TEL］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500回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
モーツァルト

◆ 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：4月15日(金) 18：45開演／16日(土) 16：00開演 ］

第81回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅰ ハンガリー

◆ 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：4月27日(水) 18：45開演 ］

指揮：高関 健　　　ピアノ：金子 三勇士*
・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
・コダーイ：ハンガリー民謡『孔雀』による変奏曲

▶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：小泉 和裕
・モーツァルト：交響曲第41番『ジュピター』
・R.シュトラウス：アルプス交響曲

4/10（日）19:00 クラシック名古屋／GARDEN WINDS ～オーボエとピアノで綴る心洗うメロディー
※要事前申込

cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式
※ビレッジホールはライブ配信(保護者向け）

橋幸夫コンサート

TEAM SHACHI
TOUR 2022
～猪突！猛進！猛進！猛進！猛進！～
 ＜名古屋城路上デビュー10周年記念公演＞

無名塾「左の腕」

日本舞踊　花柳流　第14回梅奈香会

松井誠特別公演2022

next to normal

Hello! Project
2022 Spring  CITY CIRCUIT
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(土)

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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022
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東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

〈 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 2022.4
※ 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 4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

4月1日(金) 4月1日(金)

◆点検日 4月11日（月）・25日（月） ◆点検日 4月4日（月）・18日（月）・25日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 5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》  クラシック名古屋 ［TEL］052-678-5310  ［URL］ https://clanago.com

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料

3月15日現在

3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

［TEL］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500回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
モーツァルト

◆ 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：4月15日(金) 18：45開演／16日(土) 16：00開演 ］

第81回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅰ ハンガリー

◆ 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：4月27日(水) 18：45開演 ］

指揮：高関 健　　　ピアノ：金子 三勇士*
・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
・コダーイ：ハンガリー民謡『孔雀』による変奏曲

▶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：小泉 和裕
・モーツァルト：交響曲第41番『ジュピター』
・R.シュトラウス：アルプス交響曲

4/10（日）19:00 クラシック名古屋／GARDEN WINDS ～オーボエとピアノで綴る心洗うメロディー
※要事前申込

cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式
※ビレッジホールはライブ配信(保護者向け）

橋幸夫コンサート

TEAM SHACHI
TOUR 2022
～猪突！猛進！猛進！猛進！猛進！～
 ＜名古屋城路上デビュー10周年記念公演＞

無名塾「左の腕」

日本舞踊　花柳流　第14回梅奈香会

松井誠特別公演2022

next to normal

Hello! Project
2022 Spring  CITY CIRCUIT
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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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022
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東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

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

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

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

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

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です
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・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
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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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022
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東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

〈 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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MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年4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

　新年度になりました！今年
は、市民会館にとって開館50
周年という記念の年です。これ
から、１年を通して記念事業な
どが増えてくるところですが、
そんな中、とても縁起の良い
虹の写真をいただきました。
（写真提供：ファミリーマート名古屋金山二丁目店様よ
り）記念の年にこんなにきれいな虹が現れるなんて、
なんだか、祝福してくれているみたいですよね！

　また、会館の情報誌が「に
じいろ」という名前になった
のは「彩り豊かなイベントの
発信、そして、みなさまと市
民会館・音楽プラザを結ぶ架
け橋となれるように…」とい
う意味が込められています。

ですので、会館全体を囲うように大きな虹がかかって
いる姿は、まさに、この情報誌「にじいろ」ができた当初
の願いを表しているようにも見えました。　

虹の祝福
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

お花見 ［団子］

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、村瀬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

　桜咲く季節となりました。お花見といったら「花より団
子」。花見の時に団子を食べるきっかけとなったのは、豊臣
秀吉が京都の醍醐寺で開いた盛大な茶会で、日本全国から
美味といわれるお菓子を取り寄せ振舞ったことからだとか。
さすが派手好きな秀吉、なんとも心躍るはからいですね、出
来うるものなら参加してみたかった！
　私たちはこの２年間ほどをコロナ禍という正に永い冬の
時代を過ごしてきました。今年こそは桜の開花と共に本当
の春が来ることを切に願いつつ、三色団子を頬張っており
ます。

今回は先月号の歌い手のコラムでも触れた、名前は知ってい
ても具体的に何か分からない…という方も多いのではない
かと思われるVOCALOID（ボーカロイド）について紹介しま
す。VOCALOIDとは歌詞とメロディーを入力することで歌声
を合成することができる製品のことです。略称として「ボカ
ロ」と呼ばれることもあり。また、VOCALOIDを使用した楽曲
をボカロ曲、楽曲を作る作曲家はボカロPと呼ばれます。とに
かく多種多様なボカロ、楽曲も少し検索してみただけでたく
さんのクオリティの高い作品に触れることができます。皆様
も百聞は一見に如かずということで気軽に動画サイトでボカ
ロ曲を聞いてみてはいかがでしょう？

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

自由自在に響かせる歌声
VOCALOID

Writer  中村

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？

感染状況が落ち着いている際に遊びに行くとき
は、換気を気にしなくてよい野外を選ぶようになり、
特に神戸の王子動物園へ行くことが増えました。

なるほど！野外なら安全に足を運べますね！

パンダ舎は入場制限があるので、密集することなく
安心してパンダの「タンタン」のかわいい姿を楽し
めますよ。

いいですね！最近パンダは人気ですよね！

パンダは睡眠時間が長く、特に高齢のタンタンは
よく寝ているので、寝顔ばかり見つめています。
お食事タイムなど起きている姿ももっと見たい
なぁ～。

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

今年10月1日に開館50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）』では、周年を記念して、さまざまなイベントを企画中！
今回は、その中身を少しだけご紹介します♪

市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館市民会館
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市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー

市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー
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市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る市民会館の歴史を振り返る SNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベントSNS連動イベント

名古屋で活躍する文化人や市民
会館ゆかりの人物や団体を中心
に、市民会館のこれまで＜過去＞
とこれから＜未来＞をテーマにイ
ンタビュー。公式YouTubeチャ
ンネル「かなやまにじいろ」で公開
します。

あなたと市民会館の、これまで
＜過去＞とこれから＜未来＞のエ
ピソードを募集します。

会館内に展示・保管されている美
術品をバーチャルツアーでご紹
介します。

建設前から完成に至るまで、そし
て開館から今日までの市民会館
の50年の歴史を写真と動画でご
紹介します。

公式SNSアカウント（YouTube・
Facebook・Instagram）でも連
動イベントを開催。フォローよろ
しくお願いします♪

その他にも、さまざまな
イベントを企画中！！

最新の情報は、特設サイトをご確認ください！
URL：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/
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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

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:中村]

［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

映画鑑賞は趣味の一つであり、１シーズンに１回は映画館に足を運びます
が、今年公開される作品の中で一際楽しみにしているのは、湊かなえさん
原作の作品「母性」です。公開は秋の予定でまだまだ先ですが映画館のスク
リーンで見られるのがとても楽しみです。湊さんのファンになったきっか
けは、中学校の読書感想文のために母と一緒に書店で選んだ本が「告白」
だったことでした。あの時の出会いがなければ今こんなにわくわくする気
持ちも無いのだと思うと少し感慨深いです。

※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 2022.4
※ 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 4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

4月1日(金) 4月1日(金)

◆点検日 4月11日（月）・25日（月） ◆点検日 4月4日（月）・18日（月）・25日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 5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》  クラシック名古屋 ［TEL］052-678-5310  ［URL］ https://clanago.com

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料

3月15日現在

3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

［TEL］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500回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
モーツァルト

◆ 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：4月15日(金) 18：45開演／16日(土) 16：00開演 ］

第81回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅰ ハンガリー

◆ 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：4月27日(水) 18：45開演 ］

指揮：高関 健　　　ピアノ：金子 三勇士*
・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
・コダーイ：ハンガリー民謡『孔雀』による変奏曲

▶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：小泉 和裕
・モーツァルト：交響曲第41番『ジュピター』
・R.シュトラウス：アルプス交響曲

4/10（日）19:00 クラシック名古屋／GARDEN WINDS ～オーボエとピアノで綴る心洗うメロディー
※要事前申込

cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式
※ビレッジホールはライブ配信(保護者向け）

橋幸夫コンサート

TEAM SHACHI
TOUR 2022
～猪突！猛進！猛進！猛進！猛進！～
 ＜名古屋城路上デビュー10周年記念公演＞

無名塾「左の腕」

日本舞踊　花柳流　第14回梅奈香会

松井誠特別公演2022

next to normal

Hello! Project
2022 Spring  CITY CIRCUIT
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(日)

(火)

(水)

(土)

(日)

(水)

(木)

(日)

(金)

(金・祝)

(土)

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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022
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(金)
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(土)

(日)

(火)

(水)

(土)

東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

〈 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 2022.4
※ 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 4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

4月1日(金) 4月1日(金)

◆点検日 4月11日（月）・25日（月） ◆点検日 4月4日（月）・18日（月）・25日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 5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》  クラシック名古屋 ［TEL］052-678-5310  ［URL］ https://clanago.com

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料

3月15日現在

3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

［TEL］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500回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
モーツァルト

◆ 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：4月15日(金) 18：45開演／16日(土) 16：00開演 ］

第81回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅰ ハンガリー

◆ 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：4月27日(水) 18：45開演 ］

指揮：高関 健　　　ピアノ：金子 三勇士*
・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
・コダーイ：ハンガリー民謡『孔雀』による変奏曲

▶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：小泉 和裕
・モーツァルト：交響曲第41番『ジュピター』
・R.シュトラウス：アルプス交響曲

4/10（日）19:00 クラシック名古屋／GARDEN WINDS ～オーボエとピアノで綴る心洗うメロディー
※要事前申込

cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式
※ビレッジホールはライブ配信(保護者向け）

橋幸夫コンサート

TEAM SHACHI
TOUR 2022
～猪突！猛進！猛進！猛進！猛進！～
 ＜名古屋城路上デビュー10周年記念公演＞

無名塾「左の腕」

日本舞踊　花柳流　第14回梅奈香会

松井誠特別公演2022

next to normal

Hello! Project
2022 Spring  CITY CIRCUIT
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(土)
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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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022
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(土)

(日)
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東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

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

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

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

NijiiroReport

〈全店共通クーポン券〉
有効期限/2022年4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

　新年度になりました！今年
は、市民会館にとって開館50
周年という記念の年です。これ
から、１年を通して記念事業な
どが増えてくるところですが、
そんな中、とても縁起の良い
虹の写真をいただきました。
（写真提供：ファミリーマート名古屋金山二丁目店様よ
り）記念の年にこんなにきれいな虹が現れるなんて、
なんだか、祝福してくれているみたいですよね！

　また、会館の情報誌が「に
じいろ」という名前になった
のは「彩り豊かなイベントの
発信、そして、みなさまと市
民会館・音楽プラザを結ぶ架
け橋となれるように…」とい
う意味が込められています。

ですので、会館全体を囲うように大きな虹がかかって
いる姿は、まさに、この情報誌「にじいろ」ができた当初
の願いを表しているようにも見えました。　

虹の祝福
Writer  迫田

ONTHLY COLUMNM

サブカルチャー
の世界をのぞこう！サブカルチャー
の世界をのぞこう！

お花見 ［団子］

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、村瀬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
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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

　桜咲く季節となりました。お花見といったら「花より団
子」。花見の時に団子を食べるきっかけとなったのは、豊臣
秀吉が京都の醍醐寺で開いた盛大な茶会で、日本全国から
美味といわれるお菓子を取り寄せ振舞ったことからだとか。
さすが派手好きな秀吉、なんとも心躍るはからいですね、出
来うるものなら参加してみたかった！
　私たちはこの２年間ほどをコロナ禍という正に永い冬の
時代を過ごしてきました。今年こそは桜の開花と共に本当
の春が来ることを切に願いつつ、三色団子を頬張っており
ます。

今回は先月号の歌い手のコラムでも触れた、名前は知ってい
ても具体的に何か分からない…という方も多いのではない
かと思われるVOCALOID（ボーカロイド）について紹介しま
す。VOCALOIDとは歌詞とメロディーを入力することで歌声
を合成することができる製品のことです。略称として「ボカ
ロ」と呼ばれることもあり。また、VOCALOIDを使用した楽曲
をボカロ曲、楽曲を作る作曲家はボカロPと呼ばれます。とに
かく多種多様なボカロ、楽曲も少し検索してみただけでたく
さんのクオリティの高い作品に触れることができます。皆様
も百聞は一見に如かずということで気軽に動画サイトでボカ
ロ曲を聞いてみてはいかがでしょう？

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

自由自在に響かせる歌声
VOCALOID

Writer  中村

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？

感染状況が落ち着いている際に遊びに行くとき
は、換気を気にしなくてよい野外を選ぶようになり、
特に神戸の王子動物園へ行くことが増えました。

なるほど！野外なら安全に足を運べますね！

パンダ舎は入場制限があるので、密集することなく
安心してパンダの「タンタン」のかわいい姿を楽し
めますよ。

いいですね！最近パンダは人気ですよね！

パンダは睡眠時間が長く、特に高齢のタンタンは
よく寝ているので、寝顔ばかり見つめています。
お食事タイムなど起きている姿ももっと見たい
なぁ～。

ご協力いただきまして、ありがとうございました。

今年10月1日に開館50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）』では、周年を記念して、さまざまなイベントを企画中！
今回は、その中身を少しだけご紹介します♪
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市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー

市民会館
『未来のカタチ』
１分間インタビュー
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名古屋で活躍する文化人や市民
会館ゆかりの人物や団体を中心
に、市民会館のこれまで＜過去＞
とこれから＜未来＞をテーマにイ
ンタビュー。公式YouTubeチャ
ンネル「かなやまにじいろ」で公開
します。

あなたと市民会館の、これまで
＜過去＞とこれから＜未来＞のエ
ピソードを募集します。

会館内に展示・保管されている美
術品をバーチャルツアーでご紹
介します。

建設前から完成に至るまで、そし
て開館から今日までの市民会館
の50年の歴史を写真と動画でご
紹介します。

公式SNSアカウント（YouTube・
Facebook・Instagram）でも連
動イベントを開催。フォローよろ
しくお願いします♪

その他にも、さまざまな
イベントを企画中！！

最新の情報は、特設サイトをご確認ください！
URL：https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/
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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

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:中村]

［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

映画鑑賞は趣味の一つであり、１シーズンに１回は映画館に足を運びます
が、今年公開される作品の中で一際楽しみにしているのは、湊かなえさん
原作の作品「母性」です。公開は秋の予定でまだまだ先ですが映画館のスク
リーンで見られるのがとても楽しみです。湊さんのファンになったきっか
けは、中学校の読書感想文のために母と一緒に書店で選んだ本が「告白」
だったことでした。あの時の出会いがなければ今こんなにわくわくする気
持ちも無いのだと思うと少し感慨深いです。

※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 2022.4
※ 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 4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

4月1日(金) 4月1日(金)

◆点検日 4月11日（月）・25日（月） ◆点検日 4月4日（月）・18日（月）・25日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 6月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 7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） 7月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 5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》  クラシック名古屋 ［TEL］052-678-5310  ［URL］ https://clanago.com

【会場：名古屋市音楽プラザ１階・音楽サロン】鑑賞無料

3月15日現在

3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

［TEL］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500回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
モーツァルト

◆ 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：4月15日(金) 18：45開演／16日(土) 16：00開演 ］

第81回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅰ ハンガリー

◆ 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：4月27日(水) 18：45開演 ］

指揮：高関 健　　　ピアノ：金子 三勇士*
・バルトーク：ハンガリーの風景
・バルトーク：ピアノ協奏曲第3番*
・バルトーク：『中国の不思議な役人（不思議なマンダリン）』組曲
・コダーイ：ハンガリー民謡『孔雀』による変奏曲

▶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：小泉 和裕
・モーツァルト：交響曲第41番『ジュピター』
・R.シュトラウス：アルプス交響曲

4/10（日）19:00 クラシック名古屋／GARDEN WINDS ～オーボエとピアノで綴る心洗うメロディー
※要事前申込

cube 25th presents
音楽劇「夜来香ラプソディ」

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式
※ビレッジホールはライブ配信(保護者向け）

橋幸夫コンサート

TEAM SHACHI
TOUR 2022
～猪突！猛進！猛進！猛進！猛進！～
 ＜名古屋城路上デビュー10周年記念公演＞

無名塾「左の腕」

日本舞踊　花柳流　第14回梅奈香会

松井誠特別公演2022

next to normal

Hello! Project
2022 Spring  CITY CIRCUIT
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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)

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

株式会社夢グループ
0570-200-118
(午前10時～午後6時)

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

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

梅奈香会
（問）花柳梅奈香
090-6331-7075

株式会社ＭＡＫＯＴＯ
TEL03-5327-8978
（平日11：00～17：00）

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

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

全席指定 12,500円

関係者のみ

プレミアムチケット：8,000円
SS席：6,800円

1F指定席：7,000円
2F指定席：7,000円
2F着席指定席：7,000円
ファミリー席：7,000円

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

要整理券

S席 8,500円
A席 6,000円

全席指定：12,000円

全席着席指定席：8,300円

16:00～未定

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

13:00～15:30

18:00～未定

17:00～未定

19:00～20:30

13:30～15:00

11:30～16:30

15:00～18:00

①12:00～未定
②17:00～未定

①14:30～未定
②18:00～未定

舟木一夫
芸能生活60周年記念コンサート2022

2022年度　学校法人梅村学園　
中京大学入学式

令和4年度　入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校高等課程入学式
東海工業専門学校熱田校入学式

令和4年度　学校法人電波学園　
名古屋工学院専門学校入学式
東海工業専門学校金山校入学式

masayuki suzuki
taste of martini tour 2022
 ～DISCOVER JAPAN DX～

女王蜂 全国ホールツアー2021-2022
「qUEEN OF b」 【1月28日 振替公演】

UNISON SQUARE GARDEN presents
「fun time HOLIDAY 8」

2022年度　滋慶学園ＣＯＭ名古屋入学式

吉本新喜劇＆バラエティーショー

アロハ南サークル20周年フラフェスティバル

サーカス　～心をつなぐハーモニー～

第81回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行I ハンガリー〉

機界戦隊ゼンカイジャー
ファイナルライブツアー2022
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東海ラジオ放送/鵜飼興業/アイエス
問合せ：鵜飼興業　TEL052-221-1166

学校法人梅村学園　中京大学
052-835-7111
（平日9時～17時）

愛知みずほ大学瑞穂高校
052-882-1811

学校法人電波学園
052-681-2299

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

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

学校法人滋慶コミュニケーションアート
052-269-2681

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

アロハ南サークル
090-7300-8118

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

メ～テレ／東映
（問)メ～テレ
052-331-9966
（平日10：00～18：00）

全席指定：8,000円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,300円

全席指定：7,800円

全席指定：5,900円

関係者のみ

全席指定：5,500円

無料

S席：5,100円
A席：4,600円

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

全席指定：6,500円

14:00～16:20

①10:30～11:30
②12:30～13:30
③14:30～15:30

10:30～12:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

①10:30～12:00
②13:30～15:00

18:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

13:00～16:00

①12:00～14:00
②15:30～17:30

13:00～16:45

11:00～16:00

18:30～20:30

18:45～20:45

①10:00～11:35
②13:15～14:55
③16:30～18:05

〈 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


