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市 民 会 館 と 私
名古屋に縁のある
文化芸術について
ちょこっと調べました

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

音楽プラザでの日常を発信するのが趣味の
施設利用者目線で投稿します！
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施設ご利用にあたって「名古屋市ガイドライン」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！

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧
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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 14～～

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

300円以上ご購入で
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 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

9 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

10 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10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

11 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

12 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

13 整体・骨盤カラダファクトリー〔整体・骨盤調整・もみほぐし〕
アスナル金山3F　●TEL.052-799-7739
　　　　  10:00～21:00(最終受付20：00)

整体・骨盤調整（APバランス）コース
60or100分ご利用で
10分施術延長

元日休業

営業時間

14 ジョイフル恵利〔着物レンタル・販売〕
アスナル金山3F
●TEL.052-324-6410 ●フリーダイヤル 0120-080-121
　　　　  10:00～21:00(平日電話受付11：00～)

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

5 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.21:40）

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

6 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　　  11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　※平日は15:00-16:30の間休業

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

7 メイリールー 〔レディスファッション〕
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

アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00営業時間

4 NANI回転小火鍋 〔火鍋・中華〕
アスナル金山1F　●TEL.052-228-0783
　　　　  11:00～23:00（ L.O.22:00）

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

中
村

Writer  桶井

出典：のだめカンタービレ出典：のだめカンタービレ

2022年10月1日に50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』にまつわる想い出や、これからの希望や夢などのエピソードを募集します！
応募作品の中から優秀作品を選び、館内展示・エピソード集を制作します。
みなさんと名古屋市民会館のエピソードを、ぜひお寄せください♪

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

あと少しで2022年も折り返し地点ですね。私は年始に１年の
目標をいくつか立てることを習慣にしています。さて、今年の
目標の進捗は……そもそもなんだっけ……いや、今年、目標を
立ててないじゃん！？…ということで、今年も中盤とはいえギ
リギリ上半期なので、今から立てます。①行ったことがない会
館（ホール）に行く②行ったことがない市町村へ行く、の２点に
します！今年の目標をまだ立てていないみなさん、今から一緒
に挑戦しませんか。

　ここに勤める前は、プロのオーケストラの裏方アル
バイトをしていました。よくフォレストホールを利用し
ていて、バレエ公演、100人近い大編成のオーケスト
ラ、第九と大規模な公演が多かったです。この作業手袋
を使っていて思い入れもあり、まだまだ現役です。お客
で来たこともあり、海外オーケストラの来日公演で、4
階席で見た景色も印象に残っています。
　そんな市民会館が50歳になります。僕より年上で
す、当たり前ですが（笑）裏方の経験や知識を積み重
ね、今は会館職員として勤めています。まだまだ勉強さ
せてください。

主人公の1人、千秋真一の言葉です。もう一人の主人公、のだ
めこと野田恵は一緒にピアノで連弾をしようという千秋の誘
いを断りました。最高に良かった千秋の師匠・シュトレーゼマン
との演奏よりもいい演奏ができなければ千秋のことを嫌いに
なってしまうかもしれないと思ったからです。嫌がるのだめを
強引に連れ出した千秋は、2台ピアノが置いてある場所に行
き、初めて2人で連弾をします。自分の演奏はかつてとは違う、
こんなことやってなんの意味があるのかと問うのだめに、やっ
てみなければわからない、と千秋は言い連弾を始めました。結
果的にのだめはこの連弾で新たな喜び、感動を見出しました。
日々の生活の中で楽しんでやっているはずのことなのに結果

が伴わなくて苦しい、やっている意味を見
失ってしまう。という経験があると思いま
す。それでも続ける理由はといえば、この言
葉に詰まっているのではないでしょうか。

　左手で数字が書いてあるキーを押しながら、
右手のピックで金属製の絃を弾いて音を奏で
る卓上サイズの楽器です。楽譜は数字で書かれ
ており、見たまま演奏できます。音楽の知識の
有無や年齢に関わらず挑戦しやすく、大正期に
一世を風靡し、戦後にもブームになりました。
　私自身、箏や大正琴の演奏をちょこっと体験
したことがあるのですが、箏が弦を押さえると
きに力を要し苦戦した一方で、大正琴は力むこ
となく気軽に演奏を楽しむことができました。
　この大正琴、名古屋・大須の森田吾郎氏が二
弦琴とタイプライターをヒントに発明したそう
で、名古屋生まれの楽器なのです。

今日は、音楽プラザ主催のサロンコンサートを聴きに
行ってみた！
コロナの影響で人数制限ありのコンサートだったけ
ど、久しぶりに生で音楽を聴くことができた楽しいひ
とときだったなぁ♪またいつかコロナ前のように、た
くさんのお客さんで溢れるサロンコンサートも開催
される日が来ますように！！

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃音を楽しむ ＃グランドピアノ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

大 正 琴

 名古屋市民会館 想い出・未来エピソード 募集開始！！

募
集
要
項

▶募集要項は特設サイトからもご確認いただけます
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/episode/guideline.html

名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）にまつわる個人的な想
い出や、これからの希望や夢など
のエピソード

　　　　　問いません

2022（令和4）年6月1日（水）
　　　　　 ～8月14日（日）必着

優秀エピソードを選考し、入賞者
へ直接通知するほか、50周年記
念特設サイトで発表します。また
優秀作品は、館内展示するととも
にエピソード集を制作します。

①応募フォーム
　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/form.html
②原稿用紙に記入のうえ郵送
　送付先  〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　  日本特殊陶業市民会館「想い出・未来エピソード」係
③ＳＮＳ（Facebook・Instagram）
▶応募方法はこちらをご確認ください。

　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/sns_guideline.html
※本文1200文字以内
※本文の前に「タイトル」「住所」「年齢」「電話番号」を書いてくだ
さい。（SNSは不要）

※本文の中に、そのエピソードの時代を入れてください。
※ご郵送いただいた原稿は返却しません。
※応募作品の著作権は、主催団体に帰属します。
※いただいた個人情報は、当事業のご案内・ご連絡以外に使用し
ません。

応募方法テーマ

応募資格

募集期間

選考・発表

※募集要項・応募フォーム・SNS募集要項の各URLにアクセスできるのは「6/1以降」となります
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目標の進捗は……そもそもなんだっけ……いや、今年、目標を
立ててないじゃん！？…ということで、今年も中盤とはいえギ
リギリ上半期なので、今から立てます。①行ったことがない会
館（ホール）に行く②行ったことがない市町村へ行く、の２点に
します！今年の目標をまだ立てていないみなさん、今から一緒
に挑戦しませんか。

　ここに勤める前は、プロのオーケストラの裏方アル
バイトをしていました。よくフォレストホールを利用し
ていて、バレエ公演、100人近い大編成のオーケスト
ラ、第九と大規模な公演が多かったです。この作業手袋
を使っていて思い入れもあり、まだまだ現役です。お客
で来たこともあり、海外オーケストラの来日公演で、4
階席で見た景色も印象に残っています。
　そんな市民会館が50歳になります。僕より年上で
す、当たり前ですが（笑）裏方の経験や知識を積み重
ね、今は会館職員として勤めています。まだまだ勉強さ
せてください。

主人公の1人、千秋真一の言葉です。もう一人の主人公、のだ
めこと野田恵は一緒にピアノで連弾をしようという千秋の誘
いを断りました。最高に良かった千秋の師匠・シュトレーゼマン
との演奏よりもいい演奏ができなければ千秋のことを嫌いに
なってしまうかもしれないと思ったからです。嫌がるのだめを
強引に連れ出した千秋は、2台ピアノが置いてある場所に行
き、初めて2人で連弾をします。自分の演奏はかつてとは違う、
こんなことやってなんの意味があるのかと問うのだめに、やっ
てみなければわからない、と千秋は言い連弾を始めました。結
果的にのだめはこの連弾で新たな喜び、感動を見出しました。
日々の生活の中で楽しんでやっているはずのことなのに結果

が伴わなくて苦しい、やっている意味を見
失ってしまう。という経験があると思いま
す。それでも続ける理由はといえば、この言
葉に詰まっているのではないでしょうか。

　左手で数字が書いてあるキーを押しながら、
右手のピックで金属製の絃を弾いて音を奏で
る卓上サイズの楽器です。楽譜は数字で書かれ
ており、見たまま演奏できます。音楽の知識の
有無や年齢に関わらず挑戦しやすく、大正期に
一世を風靡し、戦後にもブームになりました。
　私自身、箏や大正琴の演奏をちょこっと体験
したことがあるのですが、箏が弦を押さえると
きに力を要し苦戦した一方で、大正琴は力むこ
となく気軽に演奏を楽しむことができました。
　この大正琴、名古屋・大須の森田吾郎氏が二
弦琴とタイプライターをヒントに発明したそう
で、名古屋生まれの楽器なのです。

今日は、音楽プラザ主催のサロンコンサートを聴きに
行ってみた！
コロナの影響で人数制限ありのコンサートだったけ
ど、久しぶりに生で音楽を聴くことができた楽しいひ
とときだったなぁ♪またいつかコロナ前のように、た
くさんのお客さんで溢れるサロンコンサートも開催
される日が来ますように！！

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃音を楽しむ ＃グランドピアノ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

大 正 琴

 名古屋市民会館 想い出・未来エピソード 募集開始！！

募
集
要
項

▶募集要項は特設サイトからもご確認いただけます
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/episode/guideline.html

名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）にまつわる個人的な想
い出や、これからの希望や夢など
のエピソード

　　　　　問いません

2022（令和4）年6月1日（水）
　　　　　 ～8月14日（日）必着

優秀エピソードを選考し、入賞者
へ直接通知するほか、50周年記
念特設サイトで発表します。また
優秀作品は、館内展示するととも
にエピソード集を制作します。

①応募フォーム
　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/form.html
②原稿用紙に記入のうえ郵送
　送付先  〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　  日本特殊陶業市民会館「想い出・未来エピソード」係
③ＳＮＳ（Facebook・Instagram）
▶応募方法はこちらをご確認ください。

　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/sns_guideline.html
※本文1200文字以内
※本文の前に「タイトル」「住所」「年齢」「電話番号」を書いてくだ
さい。（SNSは不要）

※本文の中に、そのエピソードの時代を入れてください。
※ご郵送いただいた原稿は返却しません。
※応募作品の著作権は、主催団体に帰属します。
※いただいた個人情報は、当事業のご案内・ご連絡以外に使用し
ません。

応募方法テーマ

応募資格

募集期間

選考・発表

※募集要項・応募フォーム・SNS募集要項の各URLにアクセスできるのは「6/1以降」となります
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施設ご利用にあたって「名古屋市ガイドライン」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！

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
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

◀
詳
し
く
は
裏
面
をC

H
EC
K
!!

有効期限/2022年6月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

お
得
に
満
喫

に
じ
い
ろ
ク
ー
ポ
ン

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 14～～
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●TEL.052-339-0651
    　　　24時間

300円以上ご購入で
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
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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 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

9 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
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10 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10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

11 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

12 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
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(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

13 整体・骨盤カラダファクトリー〔整体・骨盤調整・もみほぐし〕
アスナル金山3F　●TEL.052-799-7739
　　　　  10:00～21:00(最終受付20：00)

整体・骨盤調整（APバランス）コース
60or100分ご利用で
10分施術延長

元日休業

営業時間

14 ジョイフル恵利〔着物レンタル・販売〕
アスナル金山3F
●TEL.052-324-6410 ●フリーダイヤル 0120-080-121
　　　　  10:00～21:00(平日電話受付11：00～)

振袖・レンタル・ご購入価格より
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5 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
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いずれかサービス

元日休業
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6 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　　  11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　※平日は15:00-16:30の間休業

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

7 メイリールー 〔レディスファッション〕
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

アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00営業時間

4 NANI回転小火鍋 〔火鍋・中華〕
アスナル金山1F　●TEL.052-228-0783
　　　　  11:00～23:00（ L.O.22:00）

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間
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2022年10月1日に50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』にまつわる想い出や、これからの希望や夢などのエピソードを募集します！
応募作品の中から優秀作品を選び、館内展示・エピソード集を制作します。
みなさんと名古屋市民会館のエピソードを、ぜひお寄せください♪
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目標をいくつか立てることを習慣にしています。さて、今年の
目標の進捗は……そもそもなんだっけ……いや、今年、目標を
立ててないじゃん！？…ということで、今年も中盤とはいえギ
リギリ上半期なので、今から立てます。①行ったことがない会
館（ホール）に行く②行ったことがない市町村へ行く、の２点に
します！今年の目標をまだ立てていないみなさん、今から一緒
に挑戦しませんか。

　ここに勤める前は、プロのオーケストラの裏方アル
バイトをしていました。よくフォレストホールを利用し
ていて、バレエ公演、100人近い大編成のオーケスト
ラ、第九と大規模な公演が多かったです。この作業手袋
を使っていて思い入れもあり、まだまだ現役です。お客
で来たこともあり、海外オーケストラの来日公演で、4
階席で見た景色も印象に残っています。
　そんな市民会館が50歳になります。僕より年上で
す、当たり前ですが（笑）裏方の経験や知識を積み重
ね、今は会館職員として勤めています。まだまだ勉強さ
せてください。

主人公の1人、千秋真一の言葉です。もう一人の主人公、のだ
めこと野田恵は一緒にピアノで連弾をしようという千秋の誘
いを断りました。最高に良かった千秋の師匠・シュトレーゼマン
との演奏よりもいい演奏ができなければ千秋のことを嫌いに
なってしまうかもしれないと思ったからです。嫌がるのだめを
強引に連れ出した千秋は、2台ピアノが置いてある場所に行
き、初めて2人で連弾をします。自分の演奏はかつてとは違う、
こんなことやってなんの意味があるのかと問うのだめに、やっ
てみなければわからない、と千秋は言い連弾を始めました。結
果的にのだめはこの連弾で新たな喜び、感動を見出しました。
日々の生活の中で楽しんでやっているはずのことなのに結果

が伴わなくて苦しい、やっている意味を見
失ってしまう。という経験があると思いま
す。それでも続ける理由はといえば、この言
葉に詰まっているのではないでしょうか。

　左手で数字が書いてあるキーを押しながら、
右手のピックで金属製の絃を弾いて音を奏で
る卓上サイズの楽器です。楽譜は数字で書かれ
ており、見たまま演奏できます。音楽の知識の
有無や年齢に関わらず挑戦しやすく、大正期に
一世を風靡し、戦後にもブームになりました。
　私自身、箏や大正琴の演奏をちょこっと体験
したことがあるのですが、箏が弦を押さえると
きに力を要し苦戦した一方で、大正琴は力むこ
となく気軽に演奏を楽しむことができました。
　この大正琴、名古屋・大須の森田吾郎氏が二
弦琴とタイプライターをヒントに発明したそう
で、名古屋生まれの楽器なのです。

今日は、音楽プラザ主催のサロンコンサートを聴きに
行ってみた！
コロナの影響で人数制限ありのコンサートだったけ
ど、久しぶりに生で音楽を聴くことができた楽しいひ
とときだったなぁ♪またいつかコロナ前のように、た
くさんのお客さんで溢れるサロンコンサートも開催
される日が来ますように！！
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い出や、これからの希望や夢など
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　　　　　問いません
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　　　　　 ～8月14日（日）必着

優秀エピソードを選考し、入賞者
へ直接通知するほか、50周年記
念特設サイトで発表します。また
優秀作品は、館内展示するととも
にエピソード集を制作します。

①応募フォーム
　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/form.html
②原稿用紙に記入のうえ郵送
　送付先  〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　  日本特殊陶業市民会館「想い出・未来エピソード」係
③ＳＮＳ（Facebook・Instagram）
▶応募方法はこちらをご確認ください。

　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/sns_guideline.html
※本文1200文字以内
※本文の前に「タイトル」「住所」「年齢」「電話番号」を書いてくだ
さい。（SNSは不要）
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※いただいた個人情報は、当事業のご案内・ご連絡以外に使用し
ません。
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※募集要項・応募フォーム・SNS募集要項の各URLにアクセスできるのは「6/1以降」となります
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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！

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
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

◀
詳
し
く
は
裏
面
をC

H
EC
K
!!

有効期限/2022年6月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
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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 14～～

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

300円以上ご購入で
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 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

9 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

10 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10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

11 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

12 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

13 整体・骨盤カラダファクトリー〔整体・骨盤調整・もみほぐし〕
アスナル金山3F　●TEL.052-799-7739
　　　　  10:00～21:00(最終受付20：00)

整体・骨盤調整（APバランス）コース
60or100分ご利用で
10分施術延長

元日休業

営業時間

14 ジョイフル恵利〔着物レンタル・販売〕
アスナル金山3F
●TEL.052-324-6410 ●フリーダイヤル 0120-080-121
　　　　  10:00～21:00(平日電話受付11：00～)

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

5 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.21:40）

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

6 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　　  11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　※平日は15:00-16:30の間休業

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

7 メイリールー 〔レディスファッション〕
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

アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00営業時間

4 NANI回転小火鍋 〔火鍋・中華〕
アスナル金山1F　●TEL.052-228-0783
　　　　  11:00～23:00（ L.O.22:00）

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

中
村

Writer  桶井

出典：のだめカンタービレ出典：のだめカンタービレ

2022年10月1日に50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』にまつわる想い出や、これからの希望や夢などのエピソードを募集します！
応募作品の中から優秀作品を選び、館内展示・エピソード集を制作します。
みなさんと名古屋市民会館のエピソードを、ぜひお寄せください♪

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

あと少しで2022年も折り返し地点ですね。私は年始に１年の
目標をいくつか立てることを習慣にしています。さて、今年の
目標の進捗は……そもそもなんだっけ……いや、今年、目標を
立ててないじゃん！？…ということで、今年も中盤とはいえギ
リギリ上半期なので、今から立てます。①行ったことがない会
館（ホール）に行く②行ったことがない市町村へ行く、の２点に
します！今年の目標をまだ立てていないみなさん、今から一緒
に挑戦しませんか。

　ここに勤める前は、プロのオーケストラの裏方アル
バイトをしていました。よくフォレストホールを利用し
ていて、バレエ公演、100人近い大編成のオーケスト
ラ、第九と大規模な公演が多かったです。この作業手袋
を使っていて思い入れもあり、まだまだ現役です。お客
で来たこともあり、海外オーケストラの来日公演で、4
階席で見た景色も印象に残っています。
　そんな市民会館が50歳になります。僕より年上で
す、当たり前ですが（笑）裏方の経験や知識を積み重
ね、今は会館職員として勤めています。まだまだ勉強さ
せてください。

主人公の1人、千秋真一の言葉です。もう一人の主人公、のだ
めこと野田恵は一緒にピアノで連弾をしようという千秋の誘
いを断りました。最高に良かった千秋の師匠・シュトレーゼマン
との演奏よりもいい演奏ができなければ千秋のことを嫌いに
なってしまうかもしれないと思ったからです。嫌がるのだめを
強引に連れ出した千秋は、2台ピアノが置いてある場所に行
き、初めて2人で連弾をします。自分の演奏はかつてとは違う、
こんなことやってなんの意味があるのかと問うのだめに、やっ
てみなければわからない、と千秋は言い連弾を始めました。結
果的にのだめはこの連弾で新たな喜び、感動を見出しました。
日々の生活の中で楽しんでやっているはずのことなのに結果

が伴わなくて苦しい、やっている意味を見
失ってしまう。という経験があると思いま
す。それでも続ける理由はといえば、この言
葉に詰まっているのではないでしょうか。

　左手で数字が書いてあるキーを押しながら、
右手のピックで金属製の絃を弾いて音を奏で
る卓上サイズの楽器です。楽譜は数字で書かれ
ており、見たまま演奏できます。音楽の知識の
有無や年齢に関わらず挑戦しやすく、大正期に
一世を風靡し、戦後にもブームになりました。
　私自身、箏や大正琴の演奏をちょこっと体験
したことがあるのですが、箏が弦を押さえると
きに力を要し苦戦した一方で、大正琴は力むこ
となく気軽に演奏を楽しむことができました。
　この大正琴、名古屋・大須の森田吾郎氏が二
弦琴とタイプライターをヒントに発明したそう
で、名古屋生まれの楽器なのです。

今日は、音楽プラザ主催のサロンコンサートを聴きに
行ってみた！
コロナの影響で人数制限ありのコンサートだったけ
ど、久しぶりに生で音楽を聴くことができた楽しいひ
とときだったなぁ♪またいつかコロナ前のように、た
くさんのお客さんで溢れるサロンコンサートも開催
される日が来ますように！！

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃音を楽しむ ＃グランドピアノ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

大 正 琴

 名古屋市民会館 想い出・未来エピソード 募集開始！！

募
集
要
項

▶募集要項は特設サイトからもご確認いただけます
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/episode/guideline.html

名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）にまつわる個人的な想
い出や、これからの希望や夢など
のエピソード

　　　　　問いません

2022（令和4）年6月1日（水）
　　　　　 ～8月14日（日）必着

優秀エピソードを選考し、入賞者
へ直接通知するほか、50周年記
念特設サイトで発表します。また
優秀作品は、館内展示するととも
にエピソード集を制作します。

①応募フォーム
　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/form.html
②原稿用紙に記入のうえ郵送
　送付先  〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　  日本特殊陶業市民会館「想い出・未来エピソード」係
③ＳＮＳ（Facebook・Instagram）
▶応募方法はこちらをご確認ください。

　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/sns_guideline.html
※本文1200文字以内
※本文の前に「タイトル」「住所」「年齢」「電話番号」を書いてくだ
さい。（SNSは不要）

※本文の中に、そのエピソードの時代を入れてください。
※ご郵送いただいた原稿は返却しません。
※応募作品の著作権は、主催団体に帰属します。
※いただいた個人情報は、当事業のご案内・ご連絡以外に使用し
ません。

応募方法テーマ

応募資格

募集期間

選考・発表

※募集要項・応募フォーム・SNS募集要項の各URLにアクセスできるのは「6/1以降」となります

INFORMATION
インフォメーション

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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

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。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 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】

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

6EVENTGUIDE 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。6月の催事案内 2022.

5月15日現在 催事の開催について

INFORMATION

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
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。

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。

5月15日現在

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

6月1日(水) 6月1日(水)

◆点検日 6月6日（月）・20日（月） ◆点検日 6月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦
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(日)

(火)

(水)

(月)

(木)

(日)

(土)

(日)

(火)

(木)

赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」

1

11

14

17

18

19

22

29

(水)

(土)

(火)

(金)

(土)

(日)

(水)

(水)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30
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Nijiiro Report

市 民 会 館 と 私
名古屋に縁のある
文化芸術について
ちょこっと調べました

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

音楽プラザでの日常を発信するのが趣味の
施設利用者目線で投稿します！
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施設ご利用にあたって「名古屋市ガイドライン」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！

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

◀
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く
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!!

有効期限/2022年6月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫
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19

19

大
津
通
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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 14～～

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

300円以上ご購入で
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 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

9 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

10 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10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

11 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

12 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

13 整体・骨盤カラダファクトリー〔整体・骨盤調整・もみほぐし〕
アスナル金山3F　●TEL.052-799-7739
　　　　  10:00～21:00(最終受付20：00)

整体・骨盤調整（APバランス）コース
60or100分ご利用で
10分施術延長

元日休業

営業時間

14 ジョイフル恵利〔着物レンタル・販売〕
アスナル金山3F
●TEL.052-324-6410 ●フリーダイヤル 0120-080-121
　　　　  10:00～21:00(平日電話受付11：00～)

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

5 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.21:40）

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

6 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　　  11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　※平日は15:00-16:30の間休業

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

7 メイリールー 〔レディスファッション〕
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

アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00営業時間

4 NANI回転小火鍋 〔火鍋・中華〕
アスナル金山1F　●TEL.052-228-0783
　　　　  11:00～23:00（ L.O.22:00）

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

中
村

Writer  桶井

出典：のだめカンタービレ出典：のだめカンタービレ

2022年10月1日に50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』にまつわる想い出や、これからの希望や夢などのエピソードを募集します！
応募作品の中から優秀作品を選び、館内展示・エピソード集を制作します。
みなさんと名古屋市民会館のエピソードを、ぜひお寄せください♪

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

あと少しで2022年も折り返し地点ですね。私は年始に１年の
目標をいくつか立てることを習慣にしています。さて、今年の
目標の進捗は……そもそもなんだっけ……いや、今年、目標を
立ててないじゃん！？…ということで、今年も中盤とはいえギ
リギリ上半期なので、今から立てます。①行ったことがない会
館（ホール）に行く②行ったことがない市町村へ行く、の２点に
します！今年の目標をまだ立てていないみなさん、今から一緒
に挑戦しませんか。

　ここに勤める前は、プロのオーケストラの裏方アル
バイトをしていました。よくフォレストホールを利用し
ていて、バレエ公演、100人近い大編成のオーケスト
ラ、第九と大規模な公演が多かったです。この作業手袋
を使っていて思い入れもあり、まだまだ現役です。お客
で来たこともあり、海外オーケストラの来日公演で、4
階席で見た景色も印象に残っています。
　そんな市民会館が50歳になります。僕より年上で
す、当たり前ですが（笑）裏方の経験や知識を積み重
ね、今は会館職員として勤めています。まだまだ勉強さ
せてください。

主人公の1人、千秋真一の言葉です。もう一人の主人公、のだ
めこと野田恵は一緒にピアノで連弾をしようという千秋の誘
いを断りました。最高に良かった千秋の師匠・シュトレーゼマン
との演奏よりもいい演奏ができなければ千秋のことを嫌いに
なってしまうかもしれないと思ったからです。嫌がるのだめを
強引に連れ出した千秋は、2台ピアノが置いてある場所に行
き、初めて2人で連弾をします。自分の演奏はかつてとは違う、
こんなことやってなんの意味があるのかと問うのだめに、やっ
てみなければわからない、と千秋は言い連弾を始めました。結
果的にのだめはこの連弾で新たな喜び、感動を見出しました。
日々の生活の中で楽しんでやっているはずのことなのに結果

が伴わなくて苦しい、やっている意味を見
失ってしまう。という経験があると思いま
す。それでも続ける理由はといえば、この言
葉に詰まっているのではないでしょうか。

　左手で数字が書いてあるキーを押しながら、
右手のピックで金属製の絃を弾いて音を奏で
る卓上サイズの楽器です。楽譜は数字で書かれ
ており、見たまま演奏できます。音楽の知識の
有無や年齢に関わらず挑戦しやすく、大正期に
一世を風靡し、戦後にもブームになりました。
　私自身、箏や大正琴の演奏をちょこっと体験
したことがあるのですが、箏が弦を押さえると
きに力を要し苦戦した一方で、大正琴は力むこ
となく気軽に演奏を楽しむことができました。
　この大正琴、名古屋・大須の森田吾郎氏が二
弦琴とタイプライターをヒントに発明したそう
で、名古屋生まれの楽器なのです。

今日は、音楽プラザ主催のサロンコンサートを聴きに
行ってみた！
コロナの影響で人数制限ありのコンサートだったけ
ど、久しぶりに生で音楽を聴くことができた楽しいひ
とときだったなぁ♪またいつかコロナ前のように、た
くさんのお客さんで溢れるサロンコンサートも開催
される日が来ますように！！

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃音を楽しむ ＃グランドピアノ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

大 正 琴

 名古屋市民会館 想い出・未来エピソード 募集開始！！

募
集
要
項

▶募集要項は特設サイトからもご確認いただけます
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/episode/guideline.html

名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）にまつわる個人的な想
い出や、これからの希望や夢など
のエピソード

　　　　　問いません

2022（令和4）年6月1日（水）
　　　　　 ～8月14日（日）必着

優秀エピソードを選考し、入賞者
へ直接通知するほか、50周年記
念特設サイトで発表します。また
優秀作品は、館内展示するととも
にエピソード集を制作します。

①応募フォーム
　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/form.html
②原稿用紙に記入のうえ郵送
　送付先  〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　  日本特殊陶業市民会館「想い出・未来エピソード」係
③ＳＮＳ（Facebook・Instagram）
▶応募方法はこちらをご確認ください。

　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/sns_guideline.html
※本文1200文字以内
※本文の前に「タイトル」「住所」「年齢」「電話番号」を書いてくだ
さい。（SNSは不要）

※本文の中に、そのエピソードの時代を入れてください。
※ご郵送いただいた原稿は返却しません。
※応募作品の著作権は、主催団体に帰属します。
※いただいた個人情報は、当事業のご案内・ご連絡以外に使用し
ません。

応募方法テーマ

応募資格

募集期間

選考・発表

※募集要項・応募フォーム・SNS募集要項の各URLにアクセスできるのは「6/1以降」となります

INFORMATION
インフォメーション

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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

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。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 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】

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

6EVENTGUIDE 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。6月の催事案内 2022.

5月15日現在 催事の開催について

INFORMATION

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
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。

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。

5月15日現在

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

6月1日(水) 6月1日(水)

◆点検日 6月6日（月）・20日（月） ◆点検日 6月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦
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28

30

(日)

(火)

(水)

(月)

(木)

(日)

(土)

(日)

(火)

(木)

赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」

1

11

14

17

18

19

22

29

(水)

(土)

(火)

(金)

(土)

(日)

(水)

(水)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30

INFORMATION
インフォメーション

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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

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。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 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】

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

6EVENTGUIDE 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。6月の催事案内 2022.

5月15日現在 催事の開催について

INFORMATION

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
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。

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。

5月15日現在

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

6月1日(水) 6月1日(水)

◆点検日 6月6日（月）・20日（月） ◆点検日 6月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦
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(日)

(火)

(水)

(月)

(木)

(日)

(土)

(日)

(火)

(木)

赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」

1

11

14

17

18

19

22

29

(水)

(土)

(火)

(金)

(土)

(日)

(水)

(水)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30



INFORMATION
インフォメーション

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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

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。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 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】

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

6EVENTGUIDE 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。6月の催事案内 2022.

5月15日現在 催事の開催について

INFORMATION

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
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。

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。

5月15日現在

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

6月1日(水) 6月1日(水)

◆点検日 6月6日（月）・20日（月） ◆点検日 6月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦
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(日)

(火)

(水)

(月)

(木)

(日)

(土)

(日)

(火)

(木)

赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」

1

11

14

17

18

19

22

29

(水)

(土)

(火)

(金)

(土)

(日)

(水)

(水)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30

INFORMATION
インフォメーション

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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

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。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 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】

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

6EVENTGUIDE 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。6月の催事案内 2022.

5月15日現在 催事の開催について

INFORMATION

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
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。

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。

5月15日現在

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

6月1日(水) 6月1日(水)

◆点検日 6月6日（月）・20日（月） ◆点検日 6月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦
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(火)

(水)

(月)

(木)

(日)

(土)

(日)

(火)

(木)

赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」

1

11

14

17

18

19

22

29

(水)

(土)

(火)

(金)

(土)

(日)

(水)

(水)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30
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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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

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。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 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】

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

6EVENTGUIDE 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。6月の催事案内 2022.

5月15日現在 催事の開催について

INFORMATION

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
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。

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。

5月15日現在

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

6月1日(水) 6月1日(水)

◆点検日 6月6日（月）・20日（月） ◆点検日 6月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦
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(日)

(火)

(水)

(月)

(木)

(日)

(土)

(日)

(火)

(木)

赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」
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(水)

(土)

(火)
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(土)

(日)

(水)

(水)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30
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Nijiiro Report

市 民 会 館 と 私
名古屋に縁のある
文化芸術について
ちょこっと調べました

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

音楽プラザでの日常を発信するのが趣味の
施設利用者目線で投稿します！

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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙
6
2022

VOL.074

施設ご利用にあたって「名古屋市ガイドライン」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！

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧
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〈全店共通クーポン券〉
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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 14～～

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

300円以上ご購入で
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 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

9 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

10 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10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

11 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

12 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

13 整体・骨盤カラダファクトリー〔整体・骨盤調整・もみほぐし〕
アスナル金山3F　●TEL.052-799-7739
　　　　  10:00～21:00(最終受付20：00)

整体・骨盤調整（APバランス）コース
60or100分ご利用で
10分施術延長

元日休業

営業時間

14 ジョイフル恵利〔着物レンタル・販売〕
アスナル金山3F
●TEL.052-324-6410 ●フリーダイヤル 0120-080-121
　　　　  10:00～21:00(平日電話受付11：00～)

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

5 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.21:40）

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

6 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　　  11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　※平日は15:00-16:30の間休業

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

7 メイリールー 〔レディスファッション〕
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

アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00営業時間

4 NANI回転小火鍋 〔火鍋・中華〕
アスナル金山1F　●TEL.052-228-0783
　　　　  11:00～23:00（ L.O.22:00）

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

中
村

Writer  桶井

出典：のだめカンタービレ出典：のだめカンタービレ

2022年10月1日に50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』にまつわる想い出や、これからの希望や夢などのエピソードを募集します！
応募作品の中から優秀作品を選び、館内展示・エピソード集を制作します。
みなさんと名古屋市民会館のエピソードを、ぜひお寄せください♪

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

あと少しで2022年も折り返し地点ですね。私は年始に１年の
目標をいくつか立てることを習慣にしています。さて、今年の
目標の進捗は……そもそもなんだっけ……いや、今年、目標を
立ててないじゃん！？…ということで、今年も中盤とはいえギ
リギリ上半期なので、今から立てます。①行ったことがない会
館（ホール）に行く②行ったことがない市町村へ行く、の２点に
します！今年の目標をまだ立てていないみなさん、今から一緒
に挑戦しませんか。

　ここに勤める前は、プロのオーケストラの裏方アル
バイトをしていました。よくフォレストホールを利用し
ていて、バレエ公演、100人近い大編成のオーケスト
ラ、第九と大規模な公演が多かったです。この作業手袋
を使っていて思い入れもあり、まだまだ現役です。お客
で来たこともあり、海外オーケストラの来日公演で、4
階席で見た景色も印象に残っています。
　そんな市民会館が50歳になります。僕より年上で
す、当たり前ですが（笑）裏方の経験や知識を積み重
ね、今は会館職員として勤めています。まだまだ勉強さ
せてください。

主人公の1人、千秋真一の言葉です。もう一人の主人公、のだ
めこと野田恵は一緒にピアノで連弾をしようという千秋の誘
いを断りました。最高に良かった千秋の師匠・シュトレーゼマン
との演奏よりもいい演奏ができなければ千秋のことを嫌いに
なってしまうかもしれないと思ったからです。嫌がるのだめを
強引に連れ出した千秋は、2台ピアノが置いてある場所に行
き、初めて2人で連弾をします。自分の演奏はかつてとは違う、
こんなことやってなんの意味があるのかと問うのだめに、やっ
てみなければわからない、と千秋は言い連弾を始めました。結
果的にのだめはこの連弾で新たな喜び、感動を見出しました。
日々の生活の中で楽しんでやっているはずのことなのに結果

が伴わなくて苦しい、やっている意味を見
失ってしまう。という経験があると思いま
す。それでも続ける理由はといえば、この言
葉に詰まっているのではないでしょうか。

　左手で数字が書いてあるキーを押しながら、
右手のピックで金属製の絃を弾いて音を奏で
る卓上サイズの楽器です。楽譜は数字で書かれ
ており、見たまま演奏できます。音楽の知識の
有無や年齢に関わらず挑戦しやすく、大正期に
一世を風靡し、戦後にもブームになりました。
　私自身、箏や大正琴の演奏をちょこっと体験
したことがあるのですが、箏が弦を押さえると
きに力を要し苦戦した一方で、大正琴は力むこ
となく気軽に演奏を楽しむことができました。
　この大正琴、名古屋・大須の森田吾郎氏が二
弦琴とタイプライターをヒントに発明したそう
で、名古屋生まれの楽器なのです。

今日は、音楽プラザ主催のサロンコンサートを聴きに
行ってみた！
コロナの影響で人数制限ありのコンサートだったけ
ど、久しぶりに生で音楽を聴くことができた楽しいひ
とときだったなぁ♪またいつかコロナ前のように、た
くさんのお客さんで溢れるサロンコンサートも開催
される日が来ますように！！

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃音を楽しむ ＃グランドピアノ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

大 正 琴

 名古屋市民会館 想い出・未来エピソード 募集開始！！

募
集
要
項

▶募集要項は特設サイトからもご確認いただけます
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/episode/guideline.html

名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）にまつわる個人的な想
い出や、これからの希望や夢など
のエピソード

　　　　　問いません

2022（令和4）年6月1日（水）
　　　　　 ～8月14日（日）必着

優秀エピソードを選考し、入賞者
へ直接通知するほか、50周年記
念特設サイトで発表します。また
優秀作品は、館内展示するととも
にエピソード集を制作します。

①応募フォーム
　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/form.html
②原稿用紙に記入のうえ郵送
　送付先  〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　  日本特殊陶業市民会館「想い出・未来エピソード」係
③ＳＮＳ（Facebook・Instagram）
▶応募方法はこちらをご確認ください。

　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/sns_guideline.html
※本文1200文字以内
※本文の前に「タイトル」「住所」「年齢」「電話番号」を書いてくだ
さい。（SNSは不要）

※本文の中に、そのエピソードの時代を入れてください。
※ご郵送いただいた原稿は返却しません。
※応募作品の著作権は、主催団体に帰属します。
※いただいた個人情報は、当事業のご案内・ご連絡以外に使用し
ません。

応募方法テーマ

応募資格

募集期間

選考・発表

※募集要項・応募フォーム・SNS募集要項の各URLにアクセスできるのは「6/1以降」となります
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かなやまにじいろ 検 索

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。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 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】

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

6EVENTGUIDE 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。6月の催事案内 2022.

5月15日現在 催事の開催について
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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
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。

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
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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。

5月15日現在

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

6月1日(水) 6月1日(水)

◆点検日 6月6日（月）・20日（月） ◆点検日 6月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦
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(日)

(火)

(水)

(月)

(木)

(日)

(土)

(日)

(火)

(木)

赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」
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29

(水)
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(金)

(土)

(日)

(水)
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サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30
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受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦

5

7

8

13

16

19

25

26

28

30

(日)

(火)

(水)

(月)

(木)

(日)

(土)

(日)

(火)

(木)

赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」

1

11

14

17

18

19

22

29

(水)

(土)

(火)

(金)

(土)

(日)

(水)

(水)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30
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Nijiiro Report

市 民 会 館 と 私
名古屋に縁のある
文化芸術について
ちょこっと調べました

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

音楽プラザでの日常を発信するのが趣味の
施設利用者目線で投稿します！
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施設ご利用にあたって「名古屋市ガイドライン」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！

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧

◀
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!!

有効期限/2022年6月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
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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 14～～

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

300円以上ご購入で
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 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

9 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

10 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10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

11 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

12 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

13 整体・骨盤カラダファクトリー〔整体・骨盤調整・もみほぐし〕
アスナル金山3F　●TEL.052-799-7739
　　　　  10:00～21:00(最終受付20：00)

整体・骨盤調整（APバランス）コース
60or100分ご利用で
10分施術延長

元日休業

営業時間

14 ジョイフル恵利〔着物レンタル・販売〕
アスナル金山3F
●TEL.052-324-6410 ●フリーダイヤル 0120-080-121
　　　　  10:00～21:00(平日電話受付11：00～)

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

5 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.21:40）

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

6 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　　  11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　※平日は15:00-16:30の間休業

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

7 メイリールー 〔レディスファッション〕
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

アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00営業時間

4 NANI回転小火鍋 〔火鍋・中華〕
アスナル金山1F　●TEL.052-228-0783
　　　　  11:00～23:00（ L.O.22:00）

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

中
村

Writer  桶井

出典：のだめカンタービレ出典：のだめカンタービレ

2022年10月1日に50周年を迎える『名古屋市民会館（日本特殊陶業市民会
館）』にまつわる想い出や、これからの希望や夢などのエピソードを募集します！
応募作品の中から優秀作品を選び、館内展示・エピソード集を制作します。
みなさんと名古屋市民会館のエピソードを、ぜひお寄せください♪

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

あと少しで2022年も折り返し地点ですね。私は年始に１年の
目標をいくつか立てることを習慣にしています。さて、今年の
目標の進捗は……そもそもなんだっけ……いや、今年、目標を
立ててないじゃん！？…ということで、今年も中盤とはいえギ
リギリ上半期なので、今から立てます。①行ったことがない会
館（ホール）に行く②行ったことがない市町村へ行く、の２点に
します！今年の目標をまだ立てていないみなさん、今から一緒
に挑戦しませんか。

　ここに勤める前は、プロのオーケストラの裏方アル
バイトをしていました。よくフォレストホールを利用し
ていて、バレエ公演、100人近い大編成のオーケスト
ラ、第九と大規模な公演が多かったです。この作業手袋
を使っていて思い入れもあり、まだまだ現役です。お客
で来たこともあり、海外オーケストラの来日公演で、4
階席で見た景色も印象に残っています。
　そんな市民会館が50歳になります。僕より年上で
す、当たり前ですが（笑）裏方の経験や知識を積み重
ね、今は会館職員として勤めています。まだまだ勉強さ
せてください。

主人公の1人、千秋真一の言葉です。もう一人の主人公、のだ
めこと野田恵は一緒にピアノで連弾をしようという千秋の誘
いを断りました。最高に良かった千秋の師匠・シュトレーゼマン
との演奏よりもいい演奏ができなければ千秋のことを嫌いに
なってしまうかもしれないと思ったからです。嫌がるのだめを
強引に連れ出した千秋は、2台ピアノが置いてある場所に行
き、初めて2人で連弾をします。自分の演奏はかつてとは違う、
こんなことやってなんの意味があるのかと問うのだめに、やっ
てみなければわからない、と千秋は言い連弾を始めました。結
果的にのだめはこの連弾で新たな喜び、感動を見出しました。
日々の生活の中で楽しんでやっているはずのことなのに結果

が伴わなくて苦しい、やっている意味を見
失ってしまう。という経験があると思いま
す。それでも続ける理由はといえば、この言
葉に詰まっているのではないでしょうか。

　左手で数字が書いてあるキーを押しながら、
右手のピックで金属製の絃を弾いて音を奏で
る卓上サイズの楽器です。楽譜は数字で書かれ
ており、見たまま演奏できます。音楽の知識の
有無や年齢に関わらず挑戦しやすく、大正期に
一世を風靡し、戦後にもブームになりました。
　私自身、箏や大正琴の演奏をちょこっと体験
したことがあるのですが、箏が弦を押さえると
きに力を要し苦戦した一方で、大正琴は力むこ
となく気軽に演奏を楽しむことができました。
　この大正琴、名古屋・大須の森田吾郎氏が二
弦琴とタイプライターをヒントに発明したそう
で、名古屋生まれの楽器なのです。

今日は、音楽プラザ主催のサロンコンサートを聴きに
行ってみた！
コロナの影響で人数制限ありのコンサートだったけ
ど、久しぶりに生で音楽を聴くことができた楽しいひ
とときだったなぁ♪またいつかコロナ前のように、た
くさんのお客さんで溢れるサロンコンサートも開催
される日が来ますように！！

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

いくら苦しくても、
気が遠くなるほどの

孤独な戦いが待っていようとも、
こんな喜びがあるから

何度でも立ち向かおうと思うんだ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃音を楽しむ ＃グランドピアノ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

大 正 琴

 名古屋市民会館 想い出・未来エピソード 募集開始！！

募
集
要
項

▶募集要項は特設サイトからもご確認いただけます
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/50th_anniversary/episode/guideline.html

名古屋市民会館（日本特殊陶業
市民会館）にまつわる個人的な想
い出や、これからの希望や夢など
のエピソード

　　　　　問いません

2022（令和4）年6月1日（水）
　　　　　 ～8月14日（日）必着

優秀エピソードを選考し、入賞者
へ直接通知するほか、50周年記
念特設サイトで発表します。また
優秀作品は、館内展示するととも
にエピソード集を制作します。

①応募フォーム
　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/form.html
②原稿用紙に記入のうえ郵送
　送付先  〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　  日本特殊陶業市民会館「想い出・未来エピソード」係
③ＳＮＳ（Facebook・Instagram）
▶応募方法はこちらをご確認ください。

　 https://nagoya-shimin.hall-info.jp
　 /50th_anniversary/episode/sns_guideline.html
※本文1200文字以内
※本文の前に「タイトル」「住所」「年齢」「電話番号」を書いてくだ
さい。（SNSは不要）

※本文の中に、そのエピソードの時代を入れてください。
※ご郵送いただいた原稿は返却しません。
※応募作品の著作権は、主催団体に帰属します。
※いただいた個人情報は、当事業のご案内・ご連絡以外に使用し
ません。

応募方法テーマ

応募資格

募集期間

選考・発表

※募集要項・応募フォーム・SNS募集要項の各URLにアクセスできるのは「6/1以降」となります

INFORMATION
インフォメーション

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

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※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

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

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。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 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】

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

6EVENTGUIDE 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。6月の催事案内 2022.

5月15日現在 催事の開催について

INFORMATION

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
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。

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。

5月15日現在

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

6月1日(水) 6月1日(水)

◆点検日 6月6日（月）・20日（月） ◆点検日 6月6日（月）・20日（月）・27日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 1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 ▶ 2023年（令和5年） 1月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 9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） 9月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 7月分

《お問合せ》  名古屋市音楽プラザ ［TEL］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

［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502回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ブルックナー

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時：6月10日（金）18：45開演／11日（土）16：00開演 ］

第82回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅱ フランス

◆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：6月17日（金）18：45開演 ］

指揮：川瀬賢太郎
・ビゼー：交響曲
・ベルリオーズ：幻想交響曲

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：アントニ・ヴィット
ピアノ：小菅優*、居福健太郎*
打楽器／名フィル首席奏者：
　窪田健志*、ジョエル・ビードリッツキー*
・バルトーク：2台のピアノと打楽器のための協奏曲*
・ブルックナー：交響曲第6番［ノヴァーク版］

開催予定はございません

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

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

二代家元赤堀鶴吉五十回忌追善
赤堀会

遊雀×伯山×太福
スペシャル演芸会

純烈コンサート2022

日本民踊舞踊連盟　名古屋・関西大会

ohashiTrio HALL TOUR 2022

中日落語会

Beauty EXPO 2022

保険取扱い全員講習会

一般社団法人名友会　第54回通常総会

恭しき娼婦
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赤堀流

052-241-2080

中日新聞社、CBCテレビ

CBCテレビ事業部 052-241-8118

(平日10時～18時)

中日新聞社事業局 052-221-1995

(平日10時～18時)

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

日本民踊舞踊連盟

090-7722-9292

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

中日新聞社コンサートデスク

052-678-5323

名古屋美容専門学校

052-678-3911

一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会

052-683-8921

一般社団法人　名友会

052-263-1593

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

全自由席：3,000円

全席指定：5,000円

全席指定：7,000円

関係者のみ

全席指定：8,000円

全席指定：5,500円

関係者のみ

関係者のみ

関係者のみ

全席指定：9,500円

車いす席：9,500円

13:00～17:00

18:30～20:30

①14:00～16:00

②18:00～20:00

11:30～16:00

19:00～未定

13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～16:00

13:30～16:30

①13:00～未定

②18:30～未定

the GazettE LIVE TOUR2022 -MASS- 
/ PHASE 01-COUNT DECEM

神谷まさゆき総決起大会

カズン～やっぱ生でSHOW！
～冬は必ず春モニー♪

第82回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅱ フランス〉

TWIRL TEAM 空
Baton Twiriling Recital
20th Anniversary 
～私が大切にしたいものⅢ~

LAWSON presents 夏川椎菜
2nd Live Tour 2022 MAKEOVER

芸術鑑賞会

東京スカパラダイスオーケストラ
TOUR 2022 「BEST OF LUCK」
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サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

愛知県神谷まさゆき後援会

・愛知県薬剤師連盟

052-971-5151

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）

TWIRL TEAM 空

090-2133-5441

ハートランドスタジオ

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

南山高等学校・中学校女子部

052-831-0704

JAIL HOUSE　

052-936-6041

全席指定：7,500円

指定席：関係者のみ

全席指定：5,100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（25歳以下対象・当日券のみ）

全席指定

1,2階席:2,000円

3,4階席：1,500円

・全席指定＜グッズ付きチケット＞

9,000円

・全席指定＜チケットのみ＞

7,500円

関係者のみ

全席指定：8,000円

18:30～未定

18:00～19:30

18:30～20:30

18:45～20:45

14:30～17:00

18:00～未定

14:00～15:30

18:30～20:30


