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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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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  中村

出典：ワールドトリガー出典：ワールドトリガー
開館50周年を迎える市民会館のヒミツを大公開！イベントを開催するために、劇
場ではどんなことが起きている？！舞台の裏側の探検や音響・照明機材の操作など
のお仕事体験を通して、劇場の魅力を発見してみよう♪

﹇
担
当
・
澤
地
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暑い夏がやってきました。空想にふけるのが趣味、というか好
きなのですが、暑さからエスケープできる自然に囲まれた避
暑地で過ごす空想をして、毎夏乗り切っています。人の想像力
というのは偉大で、暑すぎる！なんて時でも涼しさを想像す
るだけで、なんだか実際に涼しいような気がしてくるから不
思議です。空想することは脳のワーキングメモリ向上にも良
いらしいので、今年もほどよく空想して暑い夏を乗り切りた
いと思います。

市民会館、日々様々なイベントが催される場所ですが皆
様にとってはどんな場所でしょう？私にとっては世間知ら
ず丸出しで、こうしてお勤めさせていただくまで未知の場
所でした。ですがこの記事を書かせて頂くにあたって、母
に市民会館のことを訊ねてみたらびっくり「小さいころに
一緒に演劇を見に行ったことがあるよ」と私自身も知らな
い新事実が発覚しました！ライブに行くでもない、演劇に
行くでもない…何も知らないとまでではなくとも利用し
たことがないという方もいらっしゃると思うのですが、そ
んな方にも私と同じような経験があるかもしれません。そ
れだけたくさんの方に馴染み愛されてきた施設だという
ことを再認識し、とてもあたたかな気持ちになりました。
余談ですが先日記憶のある中では初めて市民会館で演
劇を観賞しました。役者さんの迫力や舞台の煌びやかさ
に目を奪われとても楽しかったです。生で見て感じること

が出来るこの市民会
館という場所を皆さん
も利用してみてはいか
がでしょう？

主人公 三雲修の師匠・烏丸京介の言葉です。修の
率いる玉狛第2にランク戦（仮想戦闘による模擬
訓練）で敗れたランク１位二宮隊の隊長、二宮匡
貴に二宮の師匠・出水公平が自分のアドバイスが
まずかったかな、と零した時に烏丸はそれを否定
しこの言葉をかけます。以前は力押しで勝ってい
た二宮が策を弄して戦うようになり、結果、力押し
でなら勝てていたであろう場面で敗北をしたこと
でこの言葉につながるのですが、皆様もあの場面
で違う選択が出来ていたら…と後悔することがあ
ると思います。ですが人間はその時々で精一杯最

善の選択をしようと努力していま
す。そんな人間の性質をくみ取っ
ているからこそ烏丸からこの言葉
が出てきたのだと思います。

女性が三味線を奏でながら端唄・小唄・都々逸を
歌ったり、踊りを踊ったり、間に漫談などを行う演
芸です。寄席で色物として高座に掛けられてお
り、大正時代に全盛期を迎えました。
特に人気が高かったのは、初代立花家橘之助。三
味線の名手であり浮世節の創始者で、明治から
大正にかけて大活躍し、その人気・実力の高さは
寄席のトリを務めていたことからもわかります。
引退後は名古屋市の（市民会館と同じく）中区に
住んでいたそうです。
現在「女道楽」を看板に掲げている方は内海英
華、ただ一人。また、約５年前に襲名した二代目立
花家橘之助（三味線漫談家）は初代の代表作「た
ぬき」を披露しているそうです。

今日は音楽プラザの合奏場で、オーケストラ練習を
見学♪
打楽器などの大型楽器を使う曲の練習だったので、楽
器搬入のお手伝いをさせてもらいました！音楽プラザ
には、楽器を搬入するための搬入口やエレベーターが
あるので、スムーズに楽器が運べて便利だなぁ。搬入
口の外には公園が見えて、なんだかほっこり♪

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃合奏場　＃オーケストラ練習 ＃楽器搬入
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

女 道 楽

探検！体験！バックステージツアー2022 参加者募集！！

募
集
要
項

▶主催・問合せ：日本特殊陶業市民会館 ０５２-３３１-２１４１　▶共催：日本特殊陶業株式会社

日　時

お電話にて①～④の項目をお伝えのうえお申
込みください。
　①お名前
　②学年
　③電話番号（日中に連絡の取れる番号）
　④希望参加時間

※各回定員に達し次第、受付を終了いたします。
※いただきました個人情報は本目的以外に使用する
ことはありません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力を
お願いいたします。

申込方法

会　場

参加対象

参加費

定　員

ビレッジホール（中ホール）

小学生
※小学1～3年生は、一組につき
　保護者1名の付添が必要。

無料

各回９組

▶7/3(日)9:00から受付開始！
2022年7月30日（土）
①10:30　②13:00　③15:00
（所要時間：１時間20分程）
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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！
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日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山
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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
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暑い夏がやってきました。空想にふけるのが趣味、というか好
きなのですが、暑さからエスケープできる自然に囲まれた避
暑地で過ごす空想をして、毎夏乗り切っています。人の想像力
というのは偉大で、暑すぎる！なんて時でも涼しさを想像す
るだけで、なんだか実際に涼しいような気がしてくるから不
思議です。空想することは脳のワーキングメモリ向上にも良
いらしいので、今年もほどよく空想して暑い夏を乗り切りた
いと思います。

市民会館、日々様々なイベントが催される場所ですが皆
様にとってはどんな場所でしょう？私にとっては世間知ら
ず丸出しで、こうしてお勤めさせていただくまで未知の場
所でした。ですがこの記事を書かせて頂くにあたって、母
に市民会館のことを訊ねてみたらびっくり「小さいころに
一緒に演劇を見に行ったことがあるよ」と私自身も知らな
い新事実が発覚しました！ライブに行くでもない、演劇に
行くでもない…何も知らないとまでではなくとも利用し
たことがないという方もいらっしゃると思うのですが、そ
んな方にも私と同じような経験があるかもしれません。そ
れだけたくさんの方に馴染み愛されてきた施設だという
ことを再認識し、とてもあたたかな気持ちになりました。
余談ですが先日記憶のある中では初めて市民会館で演
劇を観賞しました。役者さんの迫力や舞台の煌びやかさ
に目を奪われとても楽しかったです。生で見て感じること

が出来るこの市民会
館という場所を皆さん
も利用してみてはいか
がでしょう？

主人公 三雲修の師匠・烏丸京介の言葉です。修の
率いる玉狛第2にランク戦（仮想戦闘による模擬
訓練）で敗れたランク１位二宮隊の隊長、二宮匡
貴に二宮の師匠・出水公平が自分のアドバイスが
まずかったかな、と零した時に烏丸はそれを否定
しこの言葉をかけます。以前は力押しで勝ってい
た二宮が策を弄して戦うようになり、結果、力押し
でなら勝てていたであろう場面で敗北をしたこと
でこの言葉につながるのですが、皆様もあの場面
で違う選択が出来ていたら…と後悔することがあ
ると思います。ですが人間はその時々で精一杯最

善の選択をしようと努力していま
す。そんな人間の性質をくみ取っ
ているからこそ烏丸からこの言葉
が出てきたのだと思います。

女性が三味線を奏でながら端唄・小唄・都々逸を
歌ったり、踊りを踊ったり、間に漫談などを行う演
芸です。寄席で色物として高座に掛けられてお
り、大正時代に全盛期を迎えました。
特に人気が高かったのは、初代立花家橘之助。三
味線の名手であり浮世節の創始者で、明治から
大正にかけて大活躍し、その人気・実力の高さは
寄席のトリを務めていたことからもわかります。
引退後は名古屋市の（市民会館と同じく）中区に
住んでいたそうです。
現在「女道楽」を看板に掲げている方は内海英
華、ただ一人。また、約５年前に襲名した二代目立
花家橘之助（三味線漫談家）は初代の代表作「た
ぬき」を披露しているそうです。

今日は音楽プラザの合奏場で、オーケストラ練習を
見学♪
打楽器などの大型楽器を使う曲の練習だったので、楽
器搬入のお手伝いをさせてもらいました！音楽プラザ
には、楽器を搬入するための搬入口やエレベーターが
あるので、スムーズに楽器が運べて便利だなぁ。搬入
口の外には公園が見えて、なんだかほっこり♪

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃合奏場　＃オーケストラ練習 ＃楽器搬入
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

女 道 楽

探検！体験！バックステージツアー2022 参加者募集！！

募
集
要
項

▶主催・問合せ：日本特殊陶業市民会館 ０５２-３３１-２１４１　▶共催：日本特殊陶業株式会社

日　時

お電話にて①～④の項目をお伝えのうえお申
込みください。
　①お名前
　②学年
　③電話番号（日中に連絡の取れる番号）
　④希望参加時間

※各回定員に達し次第、受付を終了いたします。
※いただきました個人情報は本目的以外に使用する
ことはありません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力を
お願いいたします。

申込方法

会　場

参加対象

参加費

定　員

ビレッジホール（中ホール）

小学生
※小学1～3年生は、一組につき
　保護者1名の付添が必要。

無料

各回９組

▶7/3(日)9:00から受付開始！
2022年7月30日（土）
①10:30　②13:00　③15:00
（所要時間：１時間20分程）
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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  中村

出典：ワールドトリガー出典：ワールドトリガー
開館50周年を迎える市民会館のヒミツを大公開！イベントを開催するために、劇
場ではどんなことが起きている？！舞台の裏側の探検や音響・照明機材の操作など
のお仕事体験を通して、劇場の魅力を発見してみよう♪

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

暑い夏がやってきました。空想にふけるのが趣味、というか好
きなのですが、暑さからエスケープできる自然に囲まれた避
暑地で過ごす空想をして、毎夏乗り切っています。人の想像力
というのは偉大で、暑すぎる！なんて時でも涼しさを想像す
るだけで、なんだか実際に涼しいような気がしてくるから不
思議です。空想することは脳のワーキングメモリ向上にも良
いらしいので、今年もほどよく空想して暑い夏を乗り切りた
いと思います。

市民会館、日々様々なイベントが催される場所ですが皆
様にとってはどんな場所でしょう？私にとっては世間知ら
ず丸出しで、こうしてお勤めさせていただくまで未知の場
所でした。ですがこの記事を書かせて頂くにあたって、母
に市民会館のことを訊ねてみたらびっくり「小さいころに
一緒に演劇を見に行ったことがあるよ」と私自身も知らな
い新事実が発覚しました！ライブに行くでもない、演劇に
行くでもない…何も知らないとまでではなくとも利用し
たことがないという方もいらっしゃると思うのですが、そ
んな方にも私と同じような経験があるかもしれません。そ
れだけたくさんの方に馴染み愛されてきた施設だという
ことを再認識し、とてもあたたかな気持ちになりました。
余談ですが先日記憶のある中では初めて市民会館で演
劇を観賞しました。役者さんの迫力や舞台の煌びやかさ
に目を奪われとても楽しかったです。生で見て感じること

が出来るこの市民会
館という場所を皆さん
も利用してみてはいか
がでしょう？

主人公 三雲修の師匠・烏丸京介の言葉です。修の
率いる玉狛第2にランク戦（仮想戦闘による模擬
訓練）で敗れたランク１位二宮隊の隊長、二宮匡
貴に二宮の師匠・出水公平が自分のアドバイスが
まずかったかな、と零した時に烏丸はそれを否定
しこの言葉をかけます。以前は力押しで勝ってい
た二宮が策を弄して戦うようになり、結果、力押し
でなら勝てていたであろう場面で敗北をしたこと
でこの言葉につながるのですが、皆様もあの場面
で違う選択が出来ていたら…と後悔することがあ
ると思います。ですが人間はその時々で精一杯最

善の選択をしようと努力していま
す。そんな人間の性質をくみ取っ
ているからこそ烏丸からこの言葉
が出てきたのだと思います。

女性が三味線を奏でながら端唄・小唄・都々逸を
歌ったり、踊りを踊ったり、間に漫談などを行う演
芸です。寄席で色物として高座に掛けられてお
り、大正時代に全盛期を迎えました。
特に人気が高かったのは、初代立花家橘之助。三
味線の名手であり浮世節の創始者で、明治から
大正にかけて大活躍し、その人気・実力の高さは
寄席のトリを務めていたことからもわかります。
引退後は名古屋市の（市民会館と同じく）中区に
住んでいたそうです。
現在「女道楽」を看板に掲げている方は内海英
華、ただ一人。また、約５年前に襲名した二代目立
花家橘之助（三味線漫談家）は初代の代表作「た
ぬき」を披露しているそうです。

今日は音楽プラザの合奏場で、オーケストラ練習を
見学♪
打楽器などの大型楽器を使う曲の練習だったので、楽
器搬入のお手伝いをさせてもらいました！音楽プラザ
には、楽器を搬入するための搬入口やエレベーターが
あるので、スムーズに楽器が運べて便利だなぁ。搬入
口の外には公園が見えて、なんだかほっこり♪

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃合奏場　＃オーケストラ練習 ＃楽器搬入
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

女 道 楽

探検！体験！バックステージツアー2022 参加者募集！！

募
集
要
項

▶主催・問合せ：日本特殊陶業市民会館 ０５２-３３１-２１４１　▶共催：日本特殊陶業株式会社

日　時

お電話にて①～④の項目をお伝えのうえお申
込みください。
　①お名前
　②学年
　③電話番号（日中に連絡の取れる番号）
　④希望参加時間

※各回定員に達し次第、受付を終了いたします。
※いただきました個人情報は本目的以外に使用する
ことはありません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力を
お願いいたします。

申込方法

会　場

参加対象

参加費

定　員

ビレッジホール（中ホール）

小学生
※小学1～3年生は、一組につき
　保護者1名の付添が必要。

無料

各回９組

▶7/3(日)9:00から受付開始！
2022年7月30日（土）
①10:30　②13:00　③15:00
（所要時間：１時間20分程）
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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
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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  中村

出典：ワールドトリガー出典：ワールドトリガー
開館50周年を迎える市民会館のヒミツを大公開！イベントを開催するために、劇
場ではどんなことが起きている？！舞台の裏側の探検や音響・照明機材の操作など
のお仕事体験を通して、劇場の魅力を発見してみよう♪

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

暑い夏がやってきました。空想にふけるのが趣味、というか好
きなのですが、暑さからエスケープできる自然に囲まれた避
暑地で過ごす空想をして、毎夏乗り切っています。人の想像力
というのは偉大で、暑すぎる！なんて時でも涼しさを想像す
るだけで、なんだか実際に涼しいような気がしてくるから不
思議です。空想することは脳のワーキングメモリ向上にも良
いらしいので、今年もほどよく空想して暑い夏を乗り切りた
いと思います。

市民会館、日々様々なイベントが催される場所ですが皆
様にとってはどんな場所でしょう？私にとっては世間知ら
ず丸出しで、こうしてお勤めさせていただくまで未知の場
所でした。ですがこの記事を書かせて頂くにあたって、母
に市民会館のことを訊ねてみたらびっくり「小さいころに
一緒に演劇を見に行ったことがあるよ」と私自身も知らな
い新事実が発覚しました！ライブに行くでもない、演劇に
行くでもない…何も知らないとまでではなくとも利用し
たことがないという方もいらっしゃると思うのですが、そ
んな方にも私と同じような経験があるかもしれません。そ
れだけたくさんの方に馴染み愛されてきた施設だという
ことを再認識し、とてもあたたかな気持ちになりました。
余談ですが先日記憶のある中では初めて市民会館で演
劇を観賞しました。役者さんの迫力や舞台の煌びやかさ
に目を奪われとても楽しかったです。生で見て感じること

が出来るこの市民会
館という場所を皆さん
も利用してみてはいか
がでしょう？

主人公 三雲修の師匠・烏丸京介の言葉です。修の
率いる玉狛第2にランク戦（仮想戦闘による模擬
訓練）で敗れたランク１位二宮隊の隊長、二宮匡
貴に二宮の師匠・出水公平が自分のアドバイスが
まずかったかな、と零した時に烏丸はそれを否定
しこの言葉をかけます。以前は力押しで勝ってい
た二宮が策を弄して戦うようになり、結果、力押し
でなら勝てていたであろう場面で敗北をしたこと
でこの言葉につながるのですが、皆様もあの場面
で違う選択が出来ていたら…と後悔することがあ
ると思います。ですが人間はその時々で精一杯最

善の選択をしようと努力していま
す。そんな人間の性質をくみ取っ
ているからこそ烏丸からこの言葉
が出てきたのだと思います。

女性が三味線を奏でながら端唄・小唄・都々逸を
歌ったり、踊りを踊ったり、間に漫談などを行う演
芸です。寄席で色物として高座に掛けられてお
り、大正時代に全盛期を迎えました。
特に人気が高かったのは、初代立花家橘之助。三
味線の名手であり浮世節の創始者で、明治から
大正にかけて大活躍し、その人気・実力の高さは
寄席のトリを務めていたことからもわかります。
引退後は名古屋市の（市民会館と同じく）中区に
住んでいたそうです。
現在「女道楽」を看板に掲げている方は内海英
華、ただ一人。また、約５年前に襲名した二代目立
花家橘之助（三味線漫談家）は初代の代表作「た
ぬき」を披露しているそうです。

今日は音楽プラザの合奏場で、オーケストラ練習を
見学♪
打楽器などの大型楽器を使う曲の練習だったので、楽
器搬入のお手伝いをさせてもらいました！音楽プラザ
には、楽器を搬入するための搬入口やエレベーターが
あるので、スムーズに楽器が運べて便利だなぁ。搬入
口の外には公園が見えて、なんだかほっこり♪

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃合奏場　＃オーケストラ練習 ＃楽器搬入
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

女 道 楽

探検！体験！バックステージツアー2022 参加者募集！！

募
集
要
項

▶主催・問合せ：日本特殊陶業市民会館 ０５２-３３１-２１４１　▶共催：日本特殊陶業株式会社

日　時

お電話にて①～④の項目をお伝えのうえお申
込みください。
　①お名前
　②学年
　③電話番号（日中に連絡の取れる番号）
　④希望参加時間

※各回定員に達し次第、受付を終了いたします。
※いただきました個人情報は本目的以外に使用する
ことはありません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力を
お願いいたします。

申込方法

会　場

参加対象

参加費

定　員

ビレッジホール（中ホール）

小学生
※小学1～3年生は、一組につき
　保護者1名の付添が必要。

無料

各回９組

▶7/3(日)9:00から受付開始！
2022年7月30日（土）
①10:30　②13:00　③15:00
（所要時間：１時間20分程）

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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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

7月1日(金) 7月1日(金)

◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 8月分

◆令和5年度定期受付 7月4日(月)
　※音楽の練習のみ対象
▶大リハーサル室
　抽　 選 　会/午後1時30分から
　受付対象期間/
　　2023年(令和5年) 4月1日～2024年(令和6年) 3月31日
　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。

《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503回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ  ネオゲル＆ブラームス

◆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：7月8日（金）18：45開演／9日（土）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小泉和裕
・オネゲル：交響曲第3番『典礼風』
・ブラームス：交響曲第3番

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

7/17（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.1　愛の音楽・弦楽四重奏
※要事前申込

※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。

大治太鼓尾張一座定期公演2022

grapevine in a lifetime presents
another sky

琴城流コンサート

辰巳ゆうと コンサート2022

劇団民藝「新・正午浅草　ー荷風小伝」

しまじろう英語コンサート 2022年夏公演
『FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!』

同朋高等学校音楽科
第24回アンサンブル演奏会

ビューティーショー

市岡バレエ団　サマーコンサート2022

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 
稲川淳二の怪談ナイト
～ 稲川怪談 30年連続公演 ～

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋

幼児教育夏季大学

早川麻実バレエスタジオ25周年記念発表会

バックステージツアー2022
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大治太鼓尾張一座
052-444-4756

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

琴城流琴城会
052-419-5750

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催：ベネッセコーポレーション
問い合わせフォーム
https://faq.l-tike.com/contact/0067/

同朋高等学校　音楽科
052-411-1159

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

主催：市岡バレエ団
問合せ先：オフィス・ケンミュージック
052-833-2419

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

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

一般社団法人
こどもみらい乳幼児教育振興会
052-774-5658

早川麻実バレエスタジオ
052-802-6931

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

全指定席
S席：3,000円（前売り）
A席：2,500円（前売り）

全席指定：6,000円

全自由席：1,000円

全席指定：5,500円

入会金：3,100円　
会費：2,800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

・全席指定（会員価格）
3,380円
・全席指定（一般価格）
3,580円
・全席指定
（前14列プレミアム席）
5,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全自由席：1,000円

全席指定：5,800円

関係者のみ　全自由席：2,500円

指定席：6,000円

無料　要整理券

参加無料　※要事前申込

18:00～20:10

18:30 ～未定

10:30～15:00

13:00～15:00

18:30～21:00

13:30～16:00

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:40

18:00～20:15

15:00～未定

17:30～20:30

17:00～未定

10:00～20:30
（予定）

10:00～20:30
（予定）

10:10～16:30

18:00～20:30

①10:30～11:50
②13:00～14:20
③15:00～16:20

水森かおり・市川由紀乃
ジョイントコンサート

暴力追放セミナー

芸術鑑賞

TSUYOSHI NAGABUCHI
CONCERT TOUR 
REBORN 2022 with THE BAND

イルカ 50th Anniversary コンサート
 ～ほのぼの行こうね！～

桂文珍　独演会

島田歌穂
Musical, Musical, Musical!! Vol.3

高野洸
2nd Live Tour “AT CITY”

中部日本吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校部門

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部1日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部2日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校の部

森高子バレエ教室
Summer Concert2022
～Cinderella Dreams come true☆～
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鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

公益財団法人暴力追放愛知県民会議
052-883-3110

同朋高等学校
052-411-1159

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00

13:30～15:45

①10:00～12:00
②13:30～15:30

18:00～未定

17:00～未定

18:30～20:30

13:30～15:30

17:30～未定

18:00～未定

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

16:30～19:00
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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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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  中村

出典：ワールドトリガー出典：ワールドトリガー
開館50周年を迎える市民会館のヒミツを大公開！イベントを開催するために、劇
場ではどんなことが起きている？！舞台の裏側の探検や音響・照明機材の操作など
のお仕事体験を通して、劇場の魅力を発見してみよう♪

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

暑い夏がやってきました。空想にふけるのが趣味、というか好
きなのですが、暑さからエスケープできる自然に囲まれた避
暑地で過ごす空想をして、毎夏乗り切っています。人の想像力
というのは偉大で、暑すぎる！なんて時でも涼しさを想像す
るだけで、なんだか実際に涼しいような気がしてくるから不
思議です。空想することは脳のワーキングメモリ向上にも良
いらしいので、今年もほどよく空想して暑い夏を乗り切りた
いと思います。

市民会館、日々様々なイベントが催される場所ですが皆
様にとってはどんな場所でしょう？私にとっては世間知ら
ず丸出しで、こうしてお勤めさせていただくまで未知の場
所でした。ですがこの記事を書かせて頂くにあたって、母
に市民会館のことを訊ねてみたらびっくり「小さいころに
一緒に演劇を見に行ったことがあるよ」と私自身も知らな
い新事実が発覚しました！ライブに行くでもない、演劇に
行くでもない…何も知らないとまでではなくとも利用し
たことがないという方もいらっしゃると思うのですが、そ
んな方にも私と同じような経験があるかもしれません。そ
れだけたくさんの方に馴染み愛されてきた施設だという
ことを再認識し、とてもあたたかな気持ちになりました。
余談ですが先日記憶のある中では初めて市民会館で演
劇を観賞しました。役者さんの迫力や舞台の煌びやかさ
に目を奪われとても楽しかったです。生で見て感じること

が出来るこの市民会
館という場所を皆さん
も利用してみてはいか
がでしょう？

主人公 三雲修の師匠・烏丸京介の言葉です。修の
率いる玉狛第2にランク戦（仮想戦闘による模擬
訓練）で敗れたランク１位二宮隊の隊長、二宮匡
貴に二宮の師匠・出水公平が自分のアドバイスが
まずかったかな、と零した時に烏丸はそれを否定
しこの言葉をかけます。以前は力押しで勝ってい
た二宮が策を弄して戦うようになり、結果、力押し
でなら勝てていたであろう場面で敗北をしたこと
でこの言葉につながるのですが、皆様もあの場面
で違う選択が出来ていたら…と後悔することがあ
ると思います。ですが人間はその時々で精一杯最

善の選択をしようと努力していま
す。そんな人間の性質をくみ取っ
ているからこそ烏丸からこの言葉
が出てきたのだと思います。

女性が三味線を奏でながら端唄・小唄・都々逸を
歌ったり、踊りを踊ったり、間に漫談などを行う演
芸です。寄席で色物として高座に掛けられてお
り、大正時代に全盛期を迎えました。
特に人気が高かったのは、初代立花家橘之助。三
味線の名手であり浮世節の創始者で、明治から
大正にかけて大活躍し、その人気・実力の高さは
寄席のトリを務めていたことからもわかります。
引退後は名古屋市の（市民会館と同じく）中区に
住んでいたそうです。
現在「女道楽」を看板に掲げている方は内海英
華、ただ一人。また、約５年前に襲名した二代目立
花家橘之助（三味線漫談家）は初代の代表作「た
ぬき」を披露しているそうです。

今日は音楽プラザの合奏場で、オーケストラ練習を
見学♪
打楽器などの大型楽器を使う曲の練習だったので、楽
器搬入のお手伝いをさせてもらいました！音楽プラザ
には、楽器を搬入するための搬入口やエレベーターが
あるので、スムーズに楽器が運べて便利だなぁ。搬入
口の外には公園が見えて、なんだかほっこり♪

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃合奏場　＃オーケストラ練習 ＃楽器搬入
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

女 道 楽

探検！体験！バックステージツアー2022 参加者募集！！

募
集
要
項

▶主催・問合せ：日本特殊陶業市民会館 ０５２-３３１-２１４１　▶共催：日本特殊陶業株式会社

日　時

お電話にて①～④の項目をお伝えのうえお申
込みください。
　①お名前
　②学年
　③電話番号（日中に連絡の取れる番号）
　④希望参加時間

※各回定員に達し次第、受付を終了いたします。
※いただきました個人情報は本目的以外に使用する
ことはありません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力を
お願いいたします。

申込方法

会　場

参加対象

参加費

定　員

ビレッジホール（中ホール）

小学生
※小学1～3年生は、一組につき
　保護者1名の付添が必要。

無料

各回９組

▶7/3(日)9:00から受付開始！
2022年7月30日（土）
①10:30　②13:00　③15:00
（所要時間：１時間20分程）

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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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

7月1日(金) 7月1日(金)

◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 8月分

◆令和5年度定期受付 7月4日(月)
　※音楽の練習のみ対象
▶大リハーサル室
　抽　 選 　会/午後1時30分から
　受付対象期間/
　　2023年(令和5年) 4月1日～2024年(令和6年) 3月31日
　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。

《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503回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ  ネオゲル＆ブラームス

◆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：7月8日（金）18：45開演／9日（土）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小泉和裕
・オネゲル：交響曲第3番『典礼風』
・ブラームス：交響曲第3番

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

7/17（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.1　愛の音楽・弦楽四重奏
※要事前申込

※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。

大治太鼓尾張一座定期公演2022

grapevine in a lifetime presents
another sky

琴城流コンサート

辰巳ゆうと コンサート2022

劇団民藝「新・正午浅草　ー荷風小伝」

しまじろう英語コンサート 2022年夏公演
『FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!』

同朋高等学校音楽科
第24回アンサンブル演奏会

ビューティーショー

市岡バレエ団　サマーコンサート2022

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 
稲川淳二の怪談ナイト
～ 稲川怪談 30年連続公演 ～

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋

幼児教育夏季大学

早川麻実バレエスタジオ25周年記念発表会

バックステージツアー2022

2

8

10

11

14

15

18

20

22

23

24

26

27

28

29

30

(土)

(金)

(日)

(月)

(木)

(金)

(月・祝)

(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(木)

(金)

(土)

大治太鼓尾張一座
052-444-4756

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

琴城流琴城会
052-419-5750

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催：ベネッセコーポレーション
問い合わせフォーム
https://faq.l-tike.com/contact/0067/

同朋高等学校　音楽科
052-411-1159

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

主催：市岡バレエ団
問合せ先：オフィス・ケンミュージック
052-833-2419

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

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

一般社団法人
こどもみらい乳幼児教育振興会
052-774-5658

早川麻実バレエスタジオ
052-802-6931

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

全指定席
S席：3,000円（前売り）
A席：2,500円（前売り）

全席指定：6,000円

全自由席：1,000円

全席指定：5,500円

入会金：3,100円　
会費：2,800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

・全席指定（会員価格）
3,380円
・全席指定（一般価格）
3,580円
・全席指定
（前14列プレミアム席）
5,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全自由席：1,000円

全席指定：5,800円

関係者のみ　全自由席：2,500円

指定席：6,000円

無料　要整理券

参加無料　※要事前申込
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18:30 ～未定

10:30～15:00
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①11:15～12:30
②13:45～15:00
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（予定）
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（予定）

10:10～16:30

18:00～20:30

①10:30～11:50
②13:00～14:20
③15:00～16:20

水森かおり・市川由紀乃
ジョイントコンサート

暴力追放セミナー

芸術鑑賞

TSUYOSHI NAGABUCHI
CONCERT TOUR 
REBORN 2022 with THE BAND

イルカ 50th Anniversary コンサート
 ～ほのぼの行こうね！～

桂文珍　独演会

島田歌穂
Musical, Musical, Musical!! Vol.3

高野洸
2nd Live Tour “AT CITY”

中部日本吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校部門

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部1日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部2日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校の部

森高子バレエ教室
Summer Concert2022
～Cinderella Dreams come true☆～

1

5

7

9

10

14

15

16

18

21

22

23

24

31

(金)

(火)

(木)

(土)

(日)

(木)

(金)

(土)

(月・祝)

(木)

(金)

(土)

(日)

(日)

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

公益財団法人暴力追放愛知県民会議
052-883-3110

同朋高等学校
052-411-1159

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00
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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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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
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◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
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　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。
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※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503回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ  ネオゲル＆ブラームス
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◆チケット ： 
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※要事前申込
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同朋高等学校
052-411-1159

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00

13:30～15:45

①10:00～12:00
②13:30～15:30

18:00～未定

17:00～未定

18:30～20:30

13:30～15:30

17:30～未定

18:00～未定

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

16:30～19:00



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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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

7月1日(金) 7月1日(金)

◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 8月分

◆令和5年度定期受付 7月4日(月)
　※音楽の練習のみ対象
▶大リハーサル室
　抽　 選 　会/午後1時30分から
　受付対象期間/
　　2023年(令和5年) 4月1日～2024年(令和6年) 3月31日
　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。

《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503回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ  ネオゲル＆ブラームス

◆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：7月8日（金）18：45開演／9日（土）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小泉和裕
・オネゲル：交響曲第3番『典礼風』
・ブラームス：交響曲第3番

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

7/17（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.1　愛の音楽・弦楽四重奏
※要事前申込

※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。

大治太鼓尾張一座定期公演2022

grapevine in a lifetime presents
another sky

琴城流コンサート

辰巳ゆうと コンサート2022

劇団民藝「新・正午浅草　ー荷風小伝」

しまじろう英語コンサート 2022年夏公演
『FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!』

同朋高等学校音楽科
第24回アンサンブル演奏会

ビューティーショー

市岡バレエ団　サマーコンサート2022

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 
稲川淳二の怪談ナイト
～ 稲川怪談 30年連続公演 ～

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋

幼児教育夏季大学

早川麻実バレエスタジオ25周年記念発表会

バックステージツアー2022
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(土)

(金)

(日)

(月)

(木)

(金)

(月・祝)

(水)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(木)

(金)

(土)

大治太鼓尾張一座
052-444-4756

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

琴城流琴城会
052-419-5750

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催：ベネッセコーポレーション
問い合わせフォーム
https://faq.l-tike.com/contact/0067/

同朋高等学校　音楽科
052-411-1159

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

主催：市岡バレエ団
問合せ先：オフィス・ケンミュージック
052-833-2419

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

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

一般社団法人
こどもみらい乳幼児教育振興会
052-774-5658

早川麻実バレエスタジオ
052-802-6931

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

全指定席
S席：3,000円（前売り）
A席：2,500円（前売り）

全席指定：6,000円

全自由席：1,000円

全席指定：5,500円

入会金：3,100円　
会費：2,800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

・全席指定（会員価格）
3,380円
・全席指定（一般価格）
3,580円
・全席指定
（前14列プレミアム席）
5,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全自由席：1,000円

全席指定：5,800円

関係者のみ　全自由席：2,500円

指定席：6,000円

無料　要整理券

参加無料　※要事前申込

18:00～20:10

18:30 ～未定

10:30～15:00

13:00～15:00

18:30～21:00

13:30～16:00

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:40

18:00～20:15

15:00～未定

17:30～20:30

17:00～未定

10:00～20:30
（予定）

10:00～20:30
（予定）

10:10～16:30

18:00～20:30

①10:30～11:50
②13:00～14:20
③15:00～16:20

水森かおり・市川由紀乃
ジョイントコンサート

暴力追放セミナー

芸術鑑賞

TSUYOSHI NAGABUCHI
CONCERT TOUR 
REBORN 2022 with THE BAND

イルカ 50th Anniversary コンサート
 ～ほのぼの行こうね！～

桂文珍　独演会

島田歌穂
Musical, Musical, Musical!! Vol.3

高野洸
2nd Live Tour “AT CITY”

中部日本吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校部門

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部1日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部2日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校の部

森高子バレエ教室
Summer Concert2022
～Cinderella Dreams come true☆～
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24

31

(金)

(火)

(木)

(土)

(日)

(木)

(金)

(土)

(月・祝)

(木)

(金)

(土)

(日)

(日)

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

公益財団法人暴力追放愛知県民会議
052-883-3110

同朋高等学校
052-411-1159

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00

13:30～15:45

①10:00～12:00
②13:30～15:30

18:00～未定

17:00～未定

18:30～20:30

13:30～15:30

17:30～未定

18:00～未定

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

16:30～19:00

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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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

7月1日(金) 7月1日(金)

◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 8月分

◆令和5年度定期受付 7月4日(月)
　※音楽の練習のみ対象
▶大リハーサル室
　抽　 選 　会/午後1時30分から
　受付対象期間/
　　2023年(令和5年) 4月1日～2024年(令和6年) 3月31日
　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。

《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503回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ  ネオゲル＆ブラームス

◆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：7月8日（金）18：45開演／9日（土）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小泉和裕
・オネゲル：交響曲第3番『典礼風』
・ブラームス：交響曲第3番

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

7/17（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.1　愛の音楽・弦楽四重奏
※要事前申込

※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。

大治太鼓尾張一座定期公演2022

grapevine in a lifetime presents
another sky

琴城流コンサート

辰巳ゆうと コンサート2022

劇団民藝「新・正午浅草　ー荷風小伝」

しまじろう英語コンサート 2022年夏公演
『FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!』

同朋高等学校音楽科
第24回アンサンブル演奏会

ビューティーショー

市岡バレエ団　サマーコンサート2022

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 
稲川淳二の怪談ナイト
～ 稲川怪談 30年連続公演 ～

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋

幼児教育夏季大学

早川麻実バレエスタジオ25周年記念発表会
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大治太鼓尾張一座
052-444-4756

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

琴城流琴城会
052-419-5750

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催：ベネッセコーポレーション
問い合わせフォーム
https://faq.l-tike.com/contact/0067/

同朋高等学校　音楽科
052-411-1159

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

主催：市岡バレエ団
問合せ先：オフィス・ケンミュージック
052-833-2419

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

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

一般社団法人
こどもみらい乳幼児教育振興会
052-774-5658

早川麻実バレエスタジオ
052-802-6931

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

全指定席
S席：3,000円（前売り）
A席：2,500円（前売り）

全席指定：6,000円

全自由席：1,000円

全席指定：5,500円

入会金：3,100円　
会費：2,800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

・全席指定（会員価格）
3,380円
・全席指定（一般価格）
3,580円
・全席指定
（前14列プレミアム席）
5,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全自由席：1,000円

全席指定：5,800円

関係者のみ　全自由席：2,500円

指定席：6,000円

無料　要整理券

参加無料　※要事前申込
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18:30 ～未定

10:30～15:00

13:00～15:00
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②13:45～15:00
③16:15～17:40
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17:30～20:30

17:00～未定

10:00～20:30
（予定）
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（予定）

10:10～16:30

18:00～20:30

①10:30～11:50
②13:00～14:20
③15:00～16:20

水森かおり・市川由紀乃
ジョイントコンサート

暴力追放セミナー

芸術鑑賞

TSUYOSHI NAGABUCHI
CONCERT TOUR 
REBORN 2022 with THE BAND

イルカ 50th Anniversary コンサート
 ～ほのぼの行こうね！～

桂文珍　独演会

島田歌穂
Musical, Musical, Musical!! Vol.3

高野洸
2nd Live Tour “AT CITY”

中部日本吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校部門

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部1日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部2日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校の部

森高子バレエ教室
Summer Concert2022
～Cinderella Dreams come true☆～
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鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

公益財団法人暴力追放愛知県民会議
052-883-3110

同朋高等学校
052-411-1159

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00

13:30～15:45
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9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

16:30～19:00

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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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
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◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2月分

▶第１・第２リハーサル室
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　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。
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※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。
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052-972-7466
https://www.kyodotokai.co.jp/
月～金 12:00～18:00
土 10:00～13:00(日・祝休)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00

13:30～15:45

①10:00～12:00
②13:30～15:30

18:00～未定

17:00～未定

18:30～20:30

13:30～15:30

17:30～未定

18:00～未定

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

16:30～19:00
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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7月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン
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19

19
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津
通
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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  中村

出典：ワールドトリガー出典：ワールドトリガー
開館50周年を迎える市民会館のヒミツを大公開！イベントを開催するために、劇
場ではどんなことが起きている？！舞台の裏側の探検や音響・照明機材の操作など
のお仕事体験を通して、劇場の魅力を発見してみよう♪

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

暑い夏がやってきました。空想にふけるのが趣味、というか好
きなのですが、暑さからエスケープできる自然に囲まれた避
暑地で過ごす空想をして、毎夏乗り切っています。人の想像力
というのは偉大で、暑すぎる！なんて時でも涼しさを想像す
るだけで、なんだか実際に涼しいような気がしてくるから不
思議です。空想することは脳のワーキングメモリ向上にも良
いらしいので、今年もほどよく空想して暑い夏を乗り切りた
いと思います。

市民会館、日々様々なイベントが催される場所ですが皆
様にとってはどんな場所でしょう？私にとっては世間知ら
ず丸出しで、こうしてお勤めさせていただくまで未知の場
所でした。ですがこの記事を書かせて頂くにあたって、母
に市民会館のことを訊ねてみたらびっくり「小さいころに
一緒に演劇を見に行ったことがあるよ」と私自身も知らな
い新事実が発覚しました！ライブに行くでもない、演劇に
行くでもない…何も知らないとまでではなくとも利用し
たことがないという方もいらっしゃると思うのですが、そ
んな方にも私と同じような経験があるかもしれません。そ
れだけたくさんの方に馴染み愛されてきた施設だという
ことを再認識し、とてもあたたかな気持ちになりました。
余談ですが先日記憶のある中では初めて市民会館で演
劇を観賞しました。役者さんの迫力や舞台の煌びやかさ
に目を奪われとても楽しかったです。生で見て感じること

が出来るこの市民会
館という場所を皆さん
も利用してみてはいか
がでしょう？

主人公 三雲修の師匠・烏丸京介の言葉です。修の
率いる玉狛第2にランク戦（仮想戦闘による模擬
訓練）で敗れたランク１位二宮隊の隊長、二宮匡
貴に二宮の師匠・出水公平が自分のアドバイスが
まずかったかな、と零した時に烏丸はそれを否定
しこの言葉をかけます。以前は力押しで勝ってい
た二宮が策を弄して戦うようになり、結果、力押し
でなら勝てていたであろう場面で敗北をしたこと
でこの言葉につながるのですが、皆様もあの場面
で違う選択が出来ていたら…と後悔することがあ
ると思います。ですが人間はその時々で精一杯最

善の選択をしようと努力していま
す。そんな人間の性質をくみ取っ
ているからこそ烏丸からこの言葉
が出てきたのだと思います。

女性が三味線を奏でながら端唄・小唄・都々逸を
歌ったり、踊りを踊ったり、間に漫談などを行う演
芸です。寄席で色物として高座に掛けられてお
り、大正時代に全盛期を迎えました。
特に人気が高かったのは、初代立花家橘之助。三
味線の名手であり浮世節の創始者で、明治から
大正にかけて大活躍し、その人気・実力の高さは
寄席のトリを務めていたことからもわかります。
引退後は名古屋市の（市民会館と同じく）中区に
住んでいたそうです。
現在「女道楽」を看板に掲げている方は内海英
華、ただ一人。また、約５年前に襲名した二代目立
花家橘之助（三味線漫談家）は初代の代表作「た
ぬき」を披露しているそうです。

今日は音楽プラザの合奏場で、オーケストラ練習を
見学♪
打楽器などの大型楽器を使う曲の練習だったので、楽
器搬入のお手伝いをさせてもらいました！音楽プラザ
には、楽器を搬入するための搬入口やエレベーターが
あるので、スムーズに楽器が運べて便利だなぁ。搬入
口の外には公園が見えて、なんだかほっこり♪

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃合奏場　＃オーケストラ練習 ＃楽器搬入
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

女 道 楽

探検！体験！バックステージツアー2022 参加者募集！！

募
集
要
項

▶主催・問合せ：日本特殊陶業市民会館 ０５２-３３１-２１４１　▶共催：日本特殊陶業株式会社

日　時

お電話にて①～④の項目をお伝えのうえお申
込みください。
　①お名前
　②学年
　③電話番号（日中に連絡の取れる番号）
　④希望参加時間

※各回定員に達し次第、受付を終了いたします。
※いただきました個人情報は本目的以外に使用する
ことはありません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力を
お願いいたします。

申込方法

会　場

参加対象

参加費

定　員

ビレッジホール（中ホール）

小学生
※小学1～3年生は、一組につき
　保護者1名の付添が必要。

無料

各回９組

▶7/3(日)9:00から受付開始！
2022年7月30日（土）
①10:30　②13:00　③15:00
（所要時間：１時間20分程）

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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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

7月1日(金) 7月1日(金)

◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 8月分

◆令和5年度定期受付 7月4日(月)
　※音楽の練習のみ対象
▶大リハーサル室
　抽　 選 　会/午後1時30分から
　受付対象期間/
　　2023年(令和5年) 4月1日～2024年(令和6年) 3月31日
　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。

《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503回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ  ネオゲル＆ブラームス

◆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：7月8日（金）18：45開演／9日（土）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小泉和裕
・オネゲル：交響曲第3番『典礼風』
・ブラームス：交響曲第3番

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

7/17（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.1　愛の音楽・弦楽四重奏
※要事前申込

※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。

大治太鼓尾張一座定期公演2022

grapevine in a lifetime presents
another sky

琴城流コンサート

辰巳ゆうと コンサート2022

劇団民藝「新・正午浅草　ー荷風小伝」

しまじろう英語コンサート 2022年夏公演
『FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!』

同朋高等学校音楽科
第24回アンサンブル演奏会

ビューティーショー

市岡バレエ団　サマーコンサート2022

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 
稲川淳二の怪談ナイト
～ 稲川怪談 30年連続公演 ～

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋

幼児教育夏季大学

早川麻実バレエスタジオ25周年記念発表会

バックステージツアー2022
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大治太鼓尾張一座
052-444-4756

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

琴城流琴城会
052-419-5750

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催：ベネッセコーポレーション
問い合わせフォーム
https://faq.l-tike.com/contact/0067/

同朋高等学校　音楽科
052-411-1159

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

主催：市岡バレエ団
問合せ先：オフィス・ケンミュージック
052-833-2419

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

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

一般社団法人
こどもみらい乳幼児教育振興会
052-774-5658

早川麻実バレエスタジオ
052-802-6931

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

全指定席
S席：3,000円（前売り）
A席：2,500円（前売り）

全席指定：6,000円

全自由席：1,000円

全席指定：5,500円

入会金：3,100円　
会費：2,800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

・全席指定（会員価格）
3,380円
・全席指定（一般価格）
3,580円
・全席指定
（前14列プレミアム席）
5,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全自由席：1,000円

全席指定：5,800円

関係者のみ　全自由席：2,500円

指定席：6,000円

無料　要整理券

参加無料　※要事前申込

18:00～20:10

18:30 ～未定

10:30～15:00

13:00～15:00

18:30～21:00

13:30～16:00

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:40

18:00～20:15

15:00～未定

17:30～20:30

17:00～未定

10:00～20:30
（予定）

10:00～20:30
（予定）

10:10～16:30

18:00～20:30

①10:30～11:50
②13:00～14:20
③15:00～16:20

水森かおり・市川由紀乃
ジョイントコンサート

暴力追放セミナー

芸術鑑賞

TSUYOSHI NAGABUCHI
CONCERT TOUR 
REBORN 2022 with THE BAND

イルカ 50th Anniversary コンサート
 ～ほのぼの行こうね！～

桂文珍　独演会

島田歌穂
Musical, Musical, Musical!! Vol.3

高野洸
2nd Live Tour “AT CITY”

中部日本吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校部門

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部1日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部2日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校の部

森高子バレエ教室
Summer Concert2022
～Cinderella Dreams come true☆～
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鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

公益財団法人暴力追放愛知県民会議
052-883-3110

同朋高等学校
052-411-1159

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00

13:30～15:45

①10:00～12:00
②13:30～15:30

18:00～未定

17:00～未定

18:30～20:30

13:30～15:30

17:30～未定

18:00～未定

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

16:30～19:00

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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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

7月1日(金) 7月1日(金)

◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 8月分

◆令和5年度定期受付 7月4日(月)
　※音楽の練習のみ対象
▶大リハーサル室
　抽　 選 　会/午後1時30分から
　受付対象期間/
　　2023年(令和5年) 4月1日～2024年(令和6年) 3月31日
　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。

《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503回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ  ネオゲル＆ブラームス

◆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：7月8日（金）18：45開演／9日（土）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小泉和裕
・オネゲル：交響曲第3番『典礼風』
・ブラームス：交響曲第3番

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

7/17（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.1　愛の音楽・弦楽四重奏
※要事前申込

※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。

大治太鼓尾張一座定期公演2022

grapevine in a lifetime presents
another sky

琴城流コンサート

辰巳ゆうと コンサート2022

劇団民藝「新・正午浅草　ー荷風小伝」

しまじろう英語コンサート 2022年夏公演
『FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!』

同朋高等学校音楽科
第24回アンサンブル演奏会

ビューティーショー

市岡バレエ団　サマーコンサート2022

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 
稲川淳二の怪談ナイト
～ 稲川怪談 30年連続公演 ～

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋

幼児教育夏季大学

早川麻実バレエスタジオ25周年記念発表会
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大治太鼓尾張一座
052-444-4756

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

琴城流琴城会
052-419-5750

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催：ベネッセコーポレーション
問い合わせフォーム
https://faq.l-tike.com/contact/0067/

同朋高等学校　音楽科
052-411-1159

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

主催：市岡バレエ団
問合せ先：オフィス・ケンミュージック
052-833-2419

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

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

一般社団法人
こどもみらい乳幼児教育振興会
052-774-5658

早川麻実バレエスタジオ
052-802-6931

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

全指定席
S席：3,000円（前売り）
A席：2,500円（前売り）

全席指定：6,000円

全自由席：1,000円

全席指定：5,500円

入会金：3,100円　
会費：2,800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

・全席指定（会員価格）
3,380円
・全席指定（一般価格）
3,580円
・全席指定
（前14列プレミアム席）
5,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全自由席：1,000円

全席指定：5,800円

関係者のみ　全自由席：2,500円

指定席：6,000円

無料　要整理券
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TSUYOSHI NAGABUCHI
CONCERT TOUR 
REBORN 2022 with THE BAND

イルカ 50th Anniversary コンサート
 ～ほのぼの行こうね！～

桂文珍　独演会

島田歌穂
Musical, Musical, Musical!! Vol.3

高野洸
2nd Live Tour “AT CITY”

中部日本吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校部門

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部1日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部2日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校の部

森高子バレエ教室
Summer Concert2022
～Cinderella Dreams come true☆～
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鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

公益財団法人暴力追放愛知県民会議
052-883-3110

同朋高等学校
052-411-1159

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00

13:30～15:45

①10:00～12:00
②13:30～15:30

18:00～未定

17:00～未定

18:30～20:30

13:30～15:30

17:30～未定

18:00～未定

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

16:30～19:00



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

7
2022

VOL.075

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7月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
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19
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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  中村

出典：ワールドトリガー出典：ワールドトリガー
開館50周年を迎える市民会館のヒミツを大公開！イベントを開催するために、劇
場ではどんなことが起きている？！舞台の裏側の探検や音響・照明機材の操作など
のお仕事体験を通して、劇場の魅力を発見してみよう♪

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

暑い夏がやってきました。空想にふけるのが趣味、というか好
きなのですが、暑さからエスケープできる自然に囲まれた避
暑地で過ごす空想をして、毎夏乗り切っています。人の想像力
というのは偉大で、暑すぎる！なんて時でも涼しさを想像す
るだけで、なんだか実際に涼しいような気がしてくるから不
思議です。空想することは脳のワーキングメモリ向上にも良
いらしいので、今年もほどよく空想して暑い夏を乗り切りた
いと思います。

市民会館、日々様々なイベントが催される場所ですが皆
様にとってはどんな場所でしょう？私にとっては世間知ら
ず丸出しで、こうしてお勤めさせていただくまで未知の場
所でした。ですがこの記事を書かせて頂くにあたって、母
に市民会館のことを訊ねてみたらびっくり「小さいころに
一緒に演劇を見に行ったことがあるよ」と私自身も知らな
い新事実が発覚しました！ライブに行くでもない、演劇に
行くでもない…何も知らないとまでではなくとも利用し
たことがないという方もいらっしゃると思うのですが、そ
んな方にも私と同じような経験があるかもしれません。そ
れだけたくさんの方に馴染み愛されてきた施設だという
ことを再認識し、とてもあたたかな気持ちになりました。
余談ですが先日記憶のある中では初めて市民会館で演
劇を観賞しました。役者さんの迫力や舞台の煌びやかさ
に目を奪われとても楽しかったです。生で見て感じること

が出来るこの市民会
館という場所を皆さん
も利用してみてはいか
がでしょう？

主人公 三雲修の師匠・烏丸京介の言葉です。修の
率いる玉狛第2にランク戦（仮想戦闘による模擬
訓練）で敗れたランク１位二宮隊の隊長、二宮匡
貴に二宮の師匠・出水公平が自分のアドバイスが
まずかったかな、と零した時に烏丸はそれを否定
しこの言葉をかけます。以前は力押しで勝ってい
た二宮が策を弄して戦うようになり、結果、力押し
でなら勝てていたであろう場面で敗北をしたこと
でこの言葉につながるのですが、皆様もあの場面
で違う選択が出来ていたら…と後悔することがあ
ると思います。ですが人間はその時々で精一杯最

善の選択をしようと努力していま
す。そんな人間の性質をくみ取っ
ているからこそ烏丸からこの言葉
が出てきたのだと思います。

女性が三味線を奏でながら端唄・小唄・都々逸を
歌ったり、踊りを踊ったり、間に漫談などを行う演
芸です。寄席で色物として高座に掛けられてお
り、大正時代に全盛期を迎えました。
特に人気が高かったのは、初代立花家橘之助。三
味線の名手であり浮世節の創始者で、明治から
大正にかけて大活躍し、その人気・実力の高さは
寄席のトリを務めていたことからもわかります。
引退後は名古屋市の（市民会館と同じく）中区に
住んでいたそうです。
現在「女道楽」を看板に掲げている方は内海英
華、ただ一人。また、約５年前に襲名した二代目立
花家橘之助（三味線漫談家）は初代の代表作「た
ぬき」を披露しているそうです。

今日は音楽プラザの合奏場で、オーケストラ練習を
見学♪
打楽器などの大型楽器を使う曲の練習だったので、楽
器搬入のお手伝いをさせてもらいました！音楽プラザ
には、楽器を搬入するための搬入口やエレベーターが
あるので、スムーズに楽器が運べて便利だなぁ。搬入
口の外には公園が見えて、なんだかほっこり♪

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

すべての状況で
完璧にやれる人間なんて

いないでしょ

＃名古屋市音楽プラザ ＃音楽サロン ＃サロンコンサート
＃合奏場　＃オーケストラ練習 ＃楽器搬入
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

女 道 楽

探検！体験！バックステージツアー2022 参加者募集！！

募
集
要
項

▶主催・問合せ：日本特殊陶業市民会館 ０５２-３３１-２１４１　▶共催：日本特殊陶業株式会社

日　時

お電話にて①～④の項目をお伝えのうえお申
込みください。
　①お名前
　②学年
　③電話番号（日中に連絡の取れる番号）
　④希望参加時間

※各回定員に達し次第、受付を終了いたします。
※いただきました個人情報は本目的以外に使用する
ことはありません。
※新型コロナウイルス感染拡大防止対策にご協力を
お願いいたします。

申込方法

会　場

参加対象

参加費

定　員

ビレッジホール（中ホール）

小学生
※小学1～3年生は、一組につき
　保護者1名の付添が必要。

無料

各回９組

▶7/3(日)9:00から受付開始！
2022年7月30日（土）
①10:30　②13:00　③15:00
（所要時間：１時間20分程）

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

7EVENTGUIDE 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。7月の催事案内 2022.

6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。

6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。

※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

7月1日(金) 7月1日(金)

◆点検日 7月4日（月）・19日（火）

◆点検日 7月4日（月）・11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） 8月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 2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） 2月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 10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） 10月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 8月分

◆令和5年度定期受付 7月4日(月)
　※音楽の練習のみ対象
▶大リハーサル室
　抽　 選 　会/午後1時30分から
　受付対象期間/
　　2023年(令和5年) 4月1日～2024年(令和6年) 3月31日
　受 付 方 法/抽選会当日にご来館いただき受付いたします。

《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503回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ  ネオゲル＆ブラームス

◆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：7月8日（金）18：45開演／9日（土）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小泉和裕
・オネゲル：交響曲第3番『典礼風』
・ブラームス：交響曲第3番

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

7/17（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.1　愛の音楽・弦楽四重奏
※要事前申込

※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。

大治太鼓尾張一座定期公演2022

grapevine in a lifetime presents
another sky

琴城流コンサート

辰巳ゆうと コンサート2022

劇団民藝「新・正午浅草　ー荷風小伝」

しまじろう英語コンサート 2022年夏公演
『FUN AT THE SUMMER FESTIVAL!』

同朋高等学校音楽科
第24回アンサンブル演奏会

ビューティーショー

市岡バレエ団　サマーコンサート2022

MYSTERY NIGHT TOUR 2022 
稲川淳二の怪談ナイト
～ 稲川怪談 30年連続公演 ～

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋

幼児教育夏季大学

早川麻実バレエスタジオ25周年記念発表会

バックステージツアー2022
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(日)

(火)
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大治太鼓尾張一座
052-444-4756

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

琴城流琴城会
052-419-5750

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催：ベネッセコーポレーション
問い合わせフォーム
https://faq.l-tike.com/contact/0067/

同朋高等学校　音楽科
052-411-1159

名古屋ビューティーアート専門学校
052-533-3363

主催：市岡バレエ団
問合せ先：オフィス・ケンミュージック
052-833-2419

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

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

一般社団法人
こどもみらい乳幼児教育振興会
052-774-5658

早川麻実バレエスタジオ
052-802-6931

日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

全指定席
S席：3,000円（前売り）
A席：2,500円（前売り）

全席指定：6,000円

全自由席：1,000円

全席指定：5,500円

入会金：3,100円　
会費：2,800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

・全席指定（会員価格）
3,380円
・全席指定（一般価格）
3,580円
・全席指定
（前14列プレミアム席）
5,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全自由席：1,000円

全席指定：5,800円

関係者のみ　全自由席：2,500円

指定席：6,000円

無料　要整理券

参加無料　※要事前申込

18:00～20:10

18:30 ～未定

10:30～15:00

13:00～15:00

18:30～21:00

13:30～16:00

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:40

18:00～20:15

15:00～未定

17:30～20:30

17:00～未定

10:00～20:30
（予定）

10:00～20:30
（予定）

10:10～16:30

18:00～20:30

①10:30～11:50
②13:00～14:20
③15:00～16:20

水森かおり・市川由紀乃
ジョイントコンサート

暴力追放セミナー

芸術鑑賞

TSUYOSHI NAGABUCHI
CONCERT TOUR 
REBORN 2022 with THE BAND

イルカ 50th Anniversary コンサート
 ～ほのぼの行こうね！～

桂文珍　独演会

島田歌穂
Musical, Musical, Musical!! Vol.3

高野洸
2nd Live Tour “AT CITY”

中部日本吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校部門

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部1日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会高校の部2日目

愛知県吹奏楽コンクール
名古屋地区大会中学校の部

森高子バレエ教室
Summer Concert2022
～Cinderella Dreams come true☆～
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(金)

(火)

(木)

(土)

(日)

(木)

(金)

(土)

(月・祝)

(木)

(金)

(土)

(日)

(日)

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

公益財団法人暴力追放愛知県民会議
052-883-3110

同朋高等学校
052-411-1159

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)

MIN-ON中部センター
052-951-5391 

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

主催：ANY(J:COMグループ）、メ～テレ
問合せ：チケットポート　03-6327-3710

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

中学校：愛知県吹奏楽連盟中学校部門
名古屋支部
080-4213-2336
高校：愛知県吹奏楽連盟高等学校部門
名古屋支部
090-1238-0217

森高子バレエ教室
052-794-5006

全席指定：7,500円

無料　関係者のみ

無料　関係者のみ

全席指定
S席：11,000円
A席：9,500円

全席指定
S席：5,000円　A席：4,500円

全席指定：4,000円

全席指定：8,800円

指定席(グッズなし)
8,800円

1,000円　関係者のみ
各部門に問い合わせください

指定席（1F）　2,000円
自由席（2～4F）　1,500円

①13:00～15:00
②17:00～19:00

13:30～15:45

①10:00～12:00
②13:30～15:30

18:00～未定

17:00～未定

18:30～20:30

13:30～15:30

17:30～未定

18:00～未定

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

9:30～18:00

16:30～19:00


