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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
※11:00～14:00

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  栗木

出典：Dr.STONE（ドクターストーン）出典：Dr.STONE（ドクターストーン）

金山の夏の恒例＜金山夏まつり＞を、8月6日（土）・7日（日）の2日間にわたり開催
します。暑さ対策、コロナ感染症対策をしっかり取ったうえで、ぜひお越しください♪
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迫
田
﹈

夏の楽しみはなんですか？私はゴーヤを食べることです。昔か
ら実家や学校の給食などで食べる機会が多く、好きな食べ物の
一つです。スーパーへ買い物に行ってゴーヤが山積みになって
いる光景を見ると、なんだかうれしくなります♪先日、鹿児島
の実家に帰省した時、ベランダでゴーヤ栽培が始まっていたこ
とにはさすがに驚きましたが、まだ黄色い花をつけたままの小
さな実を見つけてほっこりしました。今年はゴーヤ料理の幅を
広げるぞ！

私が初めてお客様をお迎えする側の主催者として市民
会館を利用したのは、海外招致公演のキエフバレエ。演
目はたしか「眠れる森の美女」でした。
主催者スタッフの業務は当日券販売から配布チラシの
セットやアナウンスなど多々ありますが、私が一番狼狽
えたのは楽屋でのケイタリングのお手伝い。大量のバ
ケットとバナナをひたすら切り、ドリンクをセットするの
ですが、見慣れぬ舞台用の煌びやかなお化粧と華やか
な衣装を身に着けた迫力満点の異国のバレエダンサー
が続々と集まってくるのです。経験も浅く場慣れしてい
ないうえにロクに英語も話せない私は、話しかけられて
も緊張のあまりに冷や汗を流しつつジャパニーズスマ
イルを浮かべておりました。

会館職員となった今、
当時を振り返り「私に
も初々しい頃があった
わ～」と懐かしく思い
ます。

強欲で豪胆な青年・龍水に仕える「欲しい＝正義」
を信条とする執事、フランソワの言葉です。龍水は
大富豪の生まれですが、何事も諦めることを学べ
と諭されます。しかし諦めることを知らない彼は
立ち止まりません。
元手が少なければ増やせばいいと渡された小遣
いを金融市場で膨らませ、レースに興味を持って
も年齢制限でVRを体験できないとなればレーシ
ング会場まで作ってしまうほどの行動力です。龍
水の破天荒さに身内では「自堕落」と酷評の嵐で
すが、意見を求められたフランソワはこう言っての
けます。「龍水様は自堕落などではございません」
そしてこの言葉に繋がります。欲しいものに対し
て何処までも貪欲に、というのは簡単なことでは

ありません。様々な努力、覚悟を
持って欲しいものに真摯に向き合
う、そんな力を持ちたいときにこの
言葉を思い返してみてはいかがで
しょう。

名古屋のいとう呉服店（今の松坂屋）が1911年
に12歳～14歳の少年を募集して結成。初期は十
数人で管楽器のみの編成でしたが、その後、弦楽
器を入れたオーケストラ編成に。百貨店での演
奏をはじめ、名古屋まつりなど地域の行事での
演奏、全国選抜中等学校野球大会（今のセンバ
ツ）の開会式での演奏、ラジオ番組への出演など
幅広く活動しました。出身者は職業音楽家として
活躍する方が多く、優秀な音楽家を輩出したそう
です。
名古屋における西洋音楽普及の担い手でしたが、
1938年に活動拠点を東京へ。やがて、『現存する
日本最古のオーケストラ』と呼ばれる東京フィル
ハーモニー交響楽団へ発展していきました。

前回に引き続き、合奏場の見学室からオーケストラ
の練習を見学！
会場全体が見渡せて、音も聞きやすかったなぁ♪
合奏場には平台があるから、本番の舞台と同じよう
な感覚で練習ができそう。
今回はオケの合奏見学だったけど、マーチングなど
の動きがある演奏を見学室から見る機会があると面
白そうだなぁ…！

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

＃名古屋市音楽プラザ ＃合奏場　＃見学室
＃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

いとう呉服店少年音楽隊

2年ぶりの開催！ 第15回金山夏まつり

市民会館フォレストホール（大ホール）
Summer Music Festa!!

13:00　ポッカレモン消防音楽隊、リリー・エンゼルス
14:00　JR東海音楽クラブ　ゲスト：スギテツ
15:30　航空自衛隊航空中央音楽隊、愛知県立芸術大学

● 雪の中で宝探し！
● ゲームコーナー
  （わなげ、射的など）
● 名古屋市交通局による
   忘れ物傘の販売
● JAFこども安全免許証発行
● 中警察署による防犯体験
ゲーム

● 工作教室
（ペーパークラフト、マラカス）
● 自衛隊、警察署、消防署、
JAFの特別車両展示・体験

● ナゾトキゲームラリー
※市民会館、アスナル金山で開催

市民会館ロビー・前広場

● 音楽ステージ　　● 縁日ゲーム大会
アスナル金山（明日なる！広場）

● 名鉄産業、飛騨市観光協会による物販
金山総合駅連絡通路橋

市民会館ビレッジホール（中ホール）
劇団飛行船『ジャックと豆の木』

特別映画会2022『アダムスファミリー』

7日（日）13:00開演（12:00開場） ※入場無料/要整理券 6日（土）10:30～/13:30～（各回開場は30分前）

7日（日）10:30開演（10:00開場）※入場無料/要整理券

両日開催 両日開催

両日開催 ※「雪の中で宝探し！」は6日のみ

● チケット
　一般席 おひとり2,800円（当日3,000円）
　親子席 おひとり2,000円
※親子席は前売り販売のみ
問い合わせ　 劇団飛行船 03-4500-6810

問い合わせ ▶金山橋連合商店街振興組合 090-6330-8620 ▶市民会館 052-331-2141

整理券事前配布場所
市民会館・音楽プラザ1階管理事務室、
アスナル金山3階管理事務所、イオン金山店

※2019年開催時の様子
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Writer  栗木

出典：Dr.STONE（ドクターストーン）出典：Dr.STONE（ドクターストーン）

金山の夏の恒例＜金山夏まつり＞を、8月6日（土）・7日（日）の2日間にわたり開催
します。暑さ対策、コロナ感染症対策をしっかり取ったうえで、ぜひお越しください♪

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

夏の楽しみはなんですか？私はゴーヤを食べることです。昔か
ら実家や学校の給食などで食べる機会が多く、好きな食べ物の
一つです。スーパーへ買い物に行ってゴーヤが山積みになって
いる光景を見ると、なんだかうれしくなります♪先日、鹿児島
の実家に帰省した時、ベランダでゴーヤ栽培が始まっていたこ
とにはさすがに驚きましたが、まだ黄色い花をつけたままの小
さな実を見つけてほっこりしました。今年はゴーヤ料理の幅を
広げるぞ！

私が初めてお客様をお迎えする側の主催者として市民
会館を利用したのは、海外招致公演のキエフバレエ。演
目はたしか「眠れる森の美女」でした。
主催者スタッフの業務は当日券販売から配布チラシの
セットやアナウンスなど多々ありますが、私が一番狼狽
えたのは楽屋でのケイタリングのお手伝い。大量のバ
ケットとバナナをひたすら切り、ドリンクをセットするの
ですが、見慣れぬ舞台用の煌びやかなお化粧と華やか
な衣装を身に着けた迫力満点の異国のバレエダンサー
が続々と集まってくるのです。経験も浅く場慣れしてい
ないうえにロクに英語も話せない私は、話しかけられて
も緊張のあまりに冷や汗を流しつつジャパニーズスマ
イルを浮かべておりました。

会館職員となった今、
当時を振り返り「私に
も初々しい頃があった
わ～」と懐かしく思い
ます。

強欲で豪胆な青年・龍水に仕える「欲しい＝正義」
を信条とする執事、フランソワの言葉です。龍水は
大富豪の生まれですが、何事も諦めることを学べ
と諭されます。しかし諦めることを知らない彼は
立ち止まりません。
元手が少なければ増やせばいいと渡された小遣
いを金融市場で膨らませ、レースに興味を持って
も年齢制限でVRを体験できないとなればレーシ
ング会場まで作ってしまうほどの行動力です。龍
水の破天荒さに身内では「自堕落」と酷評の嵐で
すが、意見を求められたフランソワはこう言っての
けます。「龍水様は自堕落などではございません」
そしてこの言葉に繋がります。欲しいものに対し
て何処までも貪欲に、というのは簡単なことでは

ありません。様々な努力、覚悟を
持って欲しいものに真摯に向き合
う、そんな力を持ちたいときにこの
言葉を思い返してみてはいかがで
しょう。

名古屋のいとう呉服店（今の松坂屋）が1911年
に12歳～14歳の少年を募集して結成。初期は十
数人で管楽器のみの編成でしたが、その後、弦楽
器を入れたオーケストラ編成に。百貨店での演
奏をはじめ、名古屋まつりなど地域の行事での
演奏、全国選抜中等学校野球大会（今のセンバ
ツ）の開会式での演奏、ラジオ番組への出演など
幅広く活動しました。出身者は職業音楽家として
活躍する方が多く、優秀な音楽家を輩出したそう
です。
名古屋における西洋音楽普及の担い手でしたが、
1938年に活動拠点を東京へ。やがて、『現存する
日本最古のオーケストラ』と呼ばれる東京フィル
ハーモニー交響楽団へ発展していきました。

前回に引き続き、合奏場の見学室からオーケストラ
の練習を見学！
会場全体が見渡せて、音も聞きやすかったなぁ♪
合奏場には平台があるから、本番の舞台と同じよう
な感覚で練習ができそう。
今回はオケの合奏見学だったけど、マーチングなど
の動きがある演奏を見学室から見る機会があると面
白そうだなぁ…！

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

＃名古屋市音楽プラザ ＃合奏場　＃見学室
＃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

いとう呉服店少年音楽隊

2年ぶりの開催！ 第15回金山夏まつり

市民会館フォレストホール（大ホール）
Summer Music Festa!!

13:00　ポッカレモン消防音楽隊、リリー・エンゼルス
14:00　JR東海音楽クラブ　ゲスト：スギテツ
15:30　航空自衛隊航空中央音楽隊、愛知県立芸術大学

● 雪の中で宝探し！
● ゲームコーナー
  （わなげ、射的など）
● 名古屋市交通局による
   忘れ物傘の販売
● JAFこども安全免許証発行
● 中警察署による防犯体験
ゲーム

● 工作教室
（ペーパークラフト、マラカス）
● 自衛隊、警察署、消防署、
JAFの特別車両展示・体験

● ナゾトキゲームラリー
※市民会館、アスナル金山で開催

市民会館ロビー・前広場

● 音楽ステージ　　● 縁日ゲーム大会
アスナル金山（明日なる！広場）

● 名鉄産業、飛騨市観光協会による物販
金山総合駅連絡通路橋

市民会館ビレッジホール（中ホール）
劇団飛行船『ジャックと豆の木』

特別映画会2022『アダムスファミリー』

7日（日）13:00開演（12:00開場） ※入場無料/要整理券 6日（土）10:30～/13:30～（各回開場は30分前）

7日（日）10:30開演（10:00開場）※入場無料/要整理券

両日開催 両日開催

両日開催 ※「雪の中で宝探し！」は6日のみ

● チケット
　一般席 おひとり2,800円（当日3,000円）
　親子席 おひとり2,000円
※親子席は前売り販売のみ
問い合わせ　 劇団飛行船 03-4500-6810

問い合わせ ▶金山橋連合商店街振興組合 090-6330-8620 ▶市民会館 052-331-2141

整理券事前配布場所
市民会館・音楽プラザ1階管理事務室、
アスナル金山3階管理事務所、イオン金山店

※2019年開催時の様子
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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

◀
詳
し
く
は
裏
面
をC

H
EC
K
!!

有効期限/2022年8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
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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
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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
※11:00～14:00

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
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7日（日）13:00開演（12:00開場） ※入場無料/要整理券 6日（土）10:30～/13:30～（各回開場は30分前）

7日（日）10:30開演（10:00開場）※入場無料/要整理券

両日開催 両日開催

両日開催 ※「雪の中で宝探し！」は6日のみ

● チケット
　一般席 おひとり2,800円（当日3,000円）
　親子席 おひとり2,000円
※親子席は前売り販売のみ
問い合わせ　 劇団飛行船 03-4500-6810

問い合わせ ▶金山橋連合商店街振興組合 090-6330-8620 ▶市民会館 052-331-2141

整理券事前配布場所
市民会館・音楽プラザ1階管理事務室、
アスナル金山3階管理事務所、イオン金山店

※2019年開催時の様子
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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
※11:00～14:00

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  栗木

出典：Dr.STONE（ドクターストーン）出典：Dr.STONE（ドクターストーン）

金山の夏の恒例＜金山夏まつり＞を、8月6日（土）・7日（日）の2日間にわたり開催
します。暑さ対策、コロナ感染症対策をしっかり取ったうえで、ぜひお越しください♪

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

夏の楽しみはなんですか？私はゴーヤを食べることです。昔か
ら実家や学校の給食などで食べる機会が多く、好きな食べ物の
一つです。スーパーへ買い物に行ってゴーヤが山積みになって
いる光景を見ると、なんだかうれしくなります♪先日、鹿児島
の実家に帰省した時、ベランダでゴーヤ栽培が始まっていたこ
とにはさすがに驚きましたが、まだ黄色い花をつけたままの小
さな実を見つけてほっこりしました。今年はゴーヤ料理の幅を
広げるぞ！

私が初めてお客様をお迎えする側の主催者として市民
会館を利用したのは、海外招致公演のキエフバレエ。演
目はたしか「眠れる森の美女」でした。
主催者スタッフの業務は当日券販売から配布チラシの
セットやアナウンスなど多々ありますが、私が一番狼狽
えたのは楽屋でのケイタリングのお手伝い。大量のバ
ケットとバナナをひたすら切り、ドリンクをセットするの
ですが、見慣れぬ舞台用の煌びやかなお化粧と華やか
な衣装を身に着けた迫力満点の異国のバレエダンサー
が続々と集まってくるのです。経験も浅く場慣れしてい
ないうえにロクに英語も話せない私は、話しかけられて
も緊張のあまりに冷や汗を流しつつジャパニーズスマ
イルを浮かべておりました。

会館職員となった今、
当時を振り返り「私に
も初々しい頃があった
わ～」と懐かしく思い
ます。

強欲で豪胆な青年・龍水に仕える「欲しい＝正義」
を信条とする執事、フランソワの言葉です。龍水は
大富豪の生まれですが、何事も諦めることを学べ
と諭されます。しかし諦めることを知らない彼は
立ち止まりません。
元手が少なければ増やせばいいと渡された小遣
いを金融市場で膨らませ、レースに興味を持って
も年齢制限でVRを体験できないとなればレーシ
ング会場まで作ってしまうほどの行動力です。龍
水の破天荒さに身内では「自堕落」と酷評の嵐で
すが、意見を求められたフランソワはこう言っての
けます。「龍水様は自堕落などではございません」
そしてこの言葉に繋がります。欲しいものに対し
て何処までも貪欲に、というのは簡単なことでは

ありません。様々な努力、覚悟を
持って欲しいものに真摯に向き合
う、そんな力を持ちたいときにこの
言葉を思い返してみてはいかがで
しょう。

名古屋のいとう呉服店（今の松坂屋）が1911年
に12歳～14歳の少年を募集して結成。初期は十
数人で管楽器のみの編成でしたが、その後、弦楽
器を入れたオーケストラ編成に。百貨店での演
奏をはじめ、名古屋まつりなど地域の行事での
演奏、全国選抜中等学校野球大会（今のセンバ
ツ）の開会式での演奏、ラジオ番組への出演など
幅広く活動しました。出身者は職業音楽家として
活躍する方が多く、優秀な音楽家を輩出したそう
です。
名古屋における西洋音楽普及の担い手でしたが、
1938年に活動拠点を東京へ。やがて、『現存する
日本最古のオーケストラ』と呼ばれる東京フィル
ハーモニー交響楽団へ発展していきました。

前回に引き続き、合奏場の見学室からオーケストラ
の練習を見学！
会場全体が見渡せて、音も聞きやすかったなぁ♪
合奏場には平台があるから、本番の舞台と同じよう
な感覚で練習ができそう。
今回はオケの合奏見学だったけど、マーチングなど
の動きがある演奏を見学室から見る機会があると面
白そうだなぁ…！

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

＃名古屋市音楽プラザ ＃合奏場　＃見学室
＃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

いとう呉服店少年音楽隊

2年ぶりの開催！ 第15回金山夏まつり

市民会館フォレストホール（大ホール）
Summer Music Festa!!

13:00　ポッカレモン消防音楽隊、リリー・エンゼルス
14:00　JR東海音楽クラブ　ゲスト：スギテツ
15:30　航空自衛隊航空中央音楽隊、愛知県立芸術大学

● 雪の中で宝探し！
● ゲームコーナー
  （わなげ、射的など）
● 名古屋市交通局による
   忘れ物傘の販売
● JAFこども安全免許証発行
● 中警察署による防犯体験
ゲーム

● 工作教室
（ペーパークラフト、マラカス）
● 自衛隊、警察署、消防署、
JAFの特別車両展示・体験

● ナゾトキゲームラリー
※市民会館、アスナル金山で開催

市民会館ロビー・前広場

● 音楽ステージ　　● 縁日ゲーム大会
アスナル金山（明日なる！広場）

● 名鉄産業、飛騨市観光協会による物販
金山総合駅連絡通路橋

市民会館ビレッジホール（中ホール）
劇団飛行船『ジャックと豆の木』

特別映画会2022『アダムスファミリー』

7日（日）13:00開演（12:00開場） ※入場無料/要整理券 6日（土）10:30～/13:30～（各回開場は30分前）

7日（日）10:30開演（10:00開場）※入場無料/要整理券

両日開催 両日開催

両日開催 ※「雪の中で宝探し！」は6日のみ

● チケット
　一般席 おひとり2,800円（当日3,000円）
　親子席 おひとり2,000円
※親子席は前売り販売のみ
問い合わせ　 劇団飛行船 03-4500-6810

問い合わせ ▶金山橋連合商店街振興組合 090-6330-8620 ▶市民会館 052-331-2141

整理券事前配布場所
市民会館・音楽プラザ1階管理事務室、
アスナル金山3階管理事務所、イオン金山店

※2019年開催時の様子

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」

6

7

9

11

14

17

21

28

31

(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル

7

11

14

15

27

28

29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

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
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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8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
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満
喫

に
じ
い
ろ
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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
※11:00～14:00

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  栗木

出典：Dr.STONE（ドクターストーン）出典：Dr.STONE（ドクターストーン）

金山の夏の恒例＜金山夏まつり＞を、8月6日（土）・7日（日）の2日間にわたり開催
します。暑さ対策、コロナ感染症対策をしっかり取ったうえで、ぜひお越しください♪

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

夏の楽しみはなんですか？私はゴーヤを食べることです。昔か
ら実家や学校の給食などで食べる機会が多く、好きな食べ物の
一つです。スーパーへ買い物に行ってゴーヤが山積みになって
いる光景を見ると、なんだかうれしくなります♪先日、鹿児島
の実家に帰省した時、ベランダでゴーヤ栽培が始まっていたこ
とにはさすがに驚きましたが、まだ黄色い花をつけたままの小
さな実を見つけてほっこりしました。今年はゴーヤ料理の幅を
広げるぞ！

私が初めてお客様をお迎えする側の主催者として市民
会館を利用したのは、海外招致公演のキエフバレエ。演
目はたしか「眠れる森の美女」でした。
主催者スタッフの業務は当日券販売から配布チラシの
セットやアナウンスなど多々ありますが、私が一番狼狽
えたのは楽屋でのケイタリングのお手伝い。大量のバ
ケットとバナナをひたすら切り、ドリンクをセットするの
ですが、見慣れぬ舞台用の煌びやかなお化粧と華やか
な衣装を身に着けた迫力満点の異国のバレエダンサー
が続々と集まってくるのです。経験も浅く場慣れしてい
ないうえにロクに英語も話せない私は、話しかけられて
も緊張のあまりに冷や汗を流しつつジャパニーズスマ
イルを浮かべておりました。

会館職員となった今、
当時を振り返り「私に
も初々しい頃があった
わ～」と懐かしく思い
ます。

強欲で豪胆な青年・龍水に仕える「欲しい＝正義」
を信条とする執事、フランソワの言葉です。龍水は
大富豪の生まれですが、何事も諦めることを学べ
と諭されます。しかし諦めることを知らない彼は
立ち止まりません。
元手が少なければ増やせばいいと渡された小遣
いを金融市場で膨らませ、レースに興味を持って
も年齢制限でVRを体験できないとなればレーシ
ング会場まで作ってしまうほどの行動力です。龍
水の破天荒さに身内では「自堕落」と酷評の嵐で
すが、意見を求められたフランソワはこう言っての
けます。「龍水様は自堕落などではございません」
そしてこの言葉に繋がります。欲しいものに対し
て何処までも貪欲に、というのは簡単なことでは

ありません。様々な努力、覚悟を
持って欲しいものに真摯に向き合
う、そんな力を持ちたいときにこの
言葉を思い返してみてはいかがで
しょう。

名古屋のいとう呉服店（今の松坂屋）が1911年
に12歳～14歳の少年を募集して結成。初期は十
数人で管楽器のみの編成でしたが、その後、弦楽
器を入れたオーケストラ編成に。百貨店での演
奏をはじめ、名古屋まつりなど地域の行事での
演奏、全国選抜中等学校野球大会（今のセンバ
ツ）の開会式での演奏、ラジオ番組への出演など
幅広く活動しました。出身者は職業音楽家として
活躍する方が多く、優秀な音楽家を輩出したそう
です。
名古屋における西洋音楽普及の担い手でしたが、
1938年に活動拠点を東京へ。やがて、『現存する
日本最古のオーケストラ』と呼ばれる東京フィル
ハーモニー交響楽団へ発展していきました。

前回に引き続き、合奏場の見学室からオーケストラ
の練習を見学！
会場全体が見渡せて、音も聞きやすかったなぁ♪
合奏場には平台があるから、本番の舞台と同じよう
な感覚で練習ができそう。
今回はオケの合奏見学だったけど、マーチングなど
の動きがある演奏を見学室から見る機会があると面
白そうだなぁ…！

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

＃名古屋市音楽プラザ ＃合奏場　＃見学室
＃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

いとう呉服店少年音楽隊

2年ぶりの開催！ 第15回金山夏まつり

市民会館フォレストホール（大ホール）
Summer Music Festa!!

13:00　ポッカレモン消防音楽隊、リリー・エンゼルス
14:00　JR東海音楽クラブ　ゲスト：スギテツ
15:30　航空自衛隊航空中央音楽隊、愛知県立芸術大学

● 雪の中で宝探し！
● ゲームコーナー
  （わなげ、射的など）
● 名古屋市交通局による
   忘れ物傘の販売
● JAFこども安全免許証発行
● 中警察署による防犯体験
ゲーム

● 工作教室
（ペーパークラフト、マラカス）
● 自衛隊、警察署、消防署、
JAFの特別車両展示・体験

● ナゾトキゲームラリー
※市民会館、アスナル金山で開催

市民会館ロビー・前広場

● 音楽ステージ　　● 縁日ゲーム大会
アスナル金山（明日なる！広場）

● 名鉄産業、飛騨市観光協会による物販
金山総合駅連絡通路橋

市民会館ビレッジホール（中ホール）
劇団飛行船『ジャックと豆の木』

特別映画会2022『アダムスファミリー』

7日（日）13:00開演（12:00開場） ※入場無料/要整理券 6日（土）10:30～/13:30～（各回開場は30分前）

7日（日）10:30開演（10:00開場）※入場無料/要整理券

両日開催 両日開催

両日開催 ※「雪の中で宝探し！」は6日のみ

● チケット
　一般席 おひとり2,800円（当日3,000円）
　親子席 おひとり2,000円
※親子席は前売り販売のみ
問い合わせ　 劇団飛行船 03-4500-6810

問い合わせ ▶金山橋連合商店街振興組合 090-6330-8620 ▶市民会館 052-331-2141

整理券事前配布場所
市民会館・音楽プラザ1階管理事務室、
アスナル金山3階管理事務所、イオン金山店

※2019年開催時の様子

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」
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11

14

17

21

28

31

(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル
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11
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15

27
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29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」
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(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル

7

11

14

15

27

28

29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」

6
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11

14

17

21

28

31

(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル

7
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14

15

27

28

29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」

6

7

9

11

14

17

21

28

31

(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル

7

11

14

15

27

28

29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」
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21

28

31

(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル

7
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15

27

28

29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

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
8
2022

VOL.076

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8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
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19

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
※11:00～14:00

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  栗木

出典：Dr.STONE（ドクターストーン）出典：Dr.STONE（ドクターストーン）

金山の夏の恒例＜金山夏まつり＞を、8月6日（土）・7日（日）の2日間にわたり開催
します。暑さ対策、コロナ感染症対策をしっかり取ったうえで、ぜひお越しください♪

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

夏の楽しみはなんですか？私はゴーヤを食べることです。昔か
ら実家や学校の給食などで食べる機会が多く、好きな食べ物の
一つです。スーパーへ買い物に行ってゴーヤが山積みになって
いる光景を見ると、なんだかうれしくなります♪先日、鹿児島
の実家に帰省した時、ベランダでゴーヤ栽培が始まっていたこ
とにはさすがに驚きましたが、まだ黄色い花をつけたままの小
さな実を見つけてほっこりしました。今年はゴーヤ料理の幅を
広げるぞ！

私が初めてお客様をお迎えする側の主催者として市民
会館を利用したのは、海外招致公演のキエフバレエ。演
目はたしか「眠れる森の美女」でした。
主催者スタッフの業務は当日券販売から配布チラシの
セットやアナウンスなど多々ありますが、私が一番狼狽
えたのは楽屋でのケイタリングのお手伝い。大量のバ
ケットとバナナをひたすら切り、ドリンクをセットするの
ですが、見慣れぬ舞台用の煌びやかなお化粧と華やか
な衣装を身に着けた迫力満点の異国のバレエダンサー
が続々と集まってくるのです。経験も浅く場慣れしてい
ないうえにロクに英語も話せない私は、話しかけられて
も緊張のあまりに冷や汗を流しつつジャパニーズスマ
イルを浮かべておりました。

会館職員となった今、
当時を振り返り「私に
も初々しい頃があった
わ～」と懐かしく思い
ます。

強欲で豪胆な青年・龍水に仕える「欲しい＝正義」
を信条とする執事、フランソワの言葉です。龍水は
大富豪の生まれですが、何事も諦めることを学べ
と諭されます。しかし諦めることを知らない彼は
立ち止まりません。
元手が少なければ増やせばいいと渡された小遣
いを金融市場で膨らませ、レースに興味を持って
も年齢制限でVRを体験できないとなればレーシ
ング会場まで作ってしまうほどの行動力です。龍
水の破天荒さに身内では「自堕落」と酷評の嵐で
すが、意見を求められたフランソワはこう言っての
けます。「龍水様は自堕落などではございません」
そしてこの言葉に繋がります。欲しいものに対し
て何処までも貪欲に、というのは簡単なことでは

ありません。様々な努力、覚悟を
持って欲しいものに真摯に向き合
う、そんな力を持ちたいときにこの
言葉を思い返してみてはいかがで
しょう。

名古屋のいとう呉服店（今の松坂屋）が1911年
に12歳～14歳の少年を募集して結成。初期は十
数人で管楽器のみの編成でしたが、その後、弦楽
器を入れたオーケストラ編成に。百貨店での演
奏をはじめ、名古屋まつりなど地域の行事での
演奏、全国選抜中等学校野球大会（今のセンバ
ツ）の開会式での演奏、ラジオ番組への出演など
幅広く活動しました。出身者は職業音楽家として
活躍する方が多く、優秀な音楽家を輩出したそう
です。
名古屋における西洋音楽普及の担い手でしたが、
1938年に活動拠点を東京へ。やがて、『現存する
日本最古のオーケストラ』と呼ばれる東京フィル
ハーモニー交響楽団へ発展していきました。

前回に引き続き、合奏場の見学室からオーケストラ
の練習を見学！
会場全体が見渡せて、音も聞きやすかったなぁ♪
合奏場には平台があるから、本番の舞台と同じよう
な感覚で練習ができそう。
今回はオケの合奏見学だったけど、マーチングなど
の動きがある演奏を見学室から見る機会があると面
白そうだなぁ…！

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

＃名古屋市音楽プラザ ＃合奏場　＃見学室
＃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

いとう呉服店少年音楽隊

2年ぶりの開催！ 第15回金山夏まつり

市民会館フォレストホール（大ホール）
Summer Music Festa!!

13:00　ポッカレモン消防音楽隊、リリー・エンゼルス
14:00　JR東海音楽クラブ　ゲスト：スギテツ
15:30　航空自衛隊航空中央音楽隊、愛知県立芸術大学

● 雪の中で宝探し！
● ゲームコーナー
  （わなげ、射的など）
● 名古屋市交通局による
   忘れ物傘の販売
● JAFこども安全免許証発行
● 中警察署による防犯体験
ゲーム

● 工作教室
（ペーパークラフト、マラカス）
● 自衛隊、警察署、消防署、
JAFの特別車両展示・体験

● ナゾトキゲームラリー
※市民会館、アスナル金山で開催

市民会館ロビー・前広場

● 音楽ステージ　　● 縁日ゲーム大会
アスナル金山（明日なる！広場）

● 名鉄産業、飛騨市観光協会による物販
金山総合駅連絡通路橋

市民会館ビレッジホール（中ホール）
劇団飛行船『ジャックと豆の木』

特別映画会2022『アダムスファミリー』

7日（日）13:00開演（12:00開場） ※入場無料/要整理券 6日（土）10:30～/13:30～（各回開場は30分前）

7日（日）10:30開演（10:00開場）※入場無料/要整理券

両日開催 両日開催

両日開催 ※「雪の中で宝探し！」は6日のみ

● チケット
　一般席 おひとり2,800円（当日3,000円）
　親子席 おひとり2,000円
※親子席は前売り販売のみ
問い合わせ　 劇団飛行船 03-4500-6810

問い合わせ ▶金山橋連合商店街振興組合 090-6330-8620 ▶市民会館 052-331-2141

整理券事前配布場所
市民会館・音楽プラザ1階管理事務室、
アスナル金山3階管理事務所、イオン金山店

※2019年開催時の様子

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」
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7

9

11

14

17

21

28

31

(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル
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11
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15

27

28

29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」
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31

(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル
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28

29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

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
8
2022

VOL.076

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8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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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
※11:00～14:00

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  栗木

出典：Dr.STONE（ドクターストーン）出典：Dr.STONE（ドクターストーン）

金山の夏の恒例＜金山夏まつり＞を、8月6日（土）・7日（日）の2日間にわたり開催
します。暑さ対策、コロナ感染症対策をしっかり取ったうえで、ぜひお越しください♪

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

夏の楽しみはなんですか？私はゴーヤを食べることです。昔か
ら実家や学校の給食などで食べる機会が多く、好きな食べ物の
一つです。スーパーへ買い物に行ってゴーヤが山積みになって
いる光景を見ると、なんだかうれしくなります♪先日、鹿児島
の実家に帰省した時、ベランダでゴーヤ栽培が始まっていたこ
とにはさすがに驚きましたが、まだ黄色い花をつけたままの小
さな実を見つけてほっこりしました。今年はゴーヤ料理の幅を
広げるぞ！

私が初めてお客様をお迎えする側の主催者として市民
会館を利用したのは、海外招致公演のキエフバレエ。演
目はたしか「眠れる森の美女」でした。
主催者スタッフの業務は当日券販売から配布チラシの
セットやアナウンスなど多々ありますが、私が一番狼狽
えたのは楽屋でのケイタリングのお手伝い。大量のバ
ケットとバナナをひたすら切り、ドリンクをセットするの
ですが、見慣れぬ舞台用の煌びやかなお化粧と華やか
な衣装を身に着けた迫力満点の異国のバレエダンサー
が続々と集まってくるのです。経験も浅く場慣れしてい
ないうえにロクに英語も話せない私は、話しかけられて
も緊張のあまりに冷や汗を流しつつジャパニーズスマ
イルを浮かべておりました。

会館職員となった今、
当時を振り返り「私に
も初々しい頃があった
わ～」と懐かしく思い
ます。

強欲で豪胆な青年・龍水に仕える「欲しい＝正義」
を信条とする執事、フランソワの言葉です。龍水は
大富豪の生まれですが、何事も諦めることを学べ
と諭されます。しかし諦めることを知らない彼は
立ち止まりません。
元手が少なければ増やせばいいと渡された小遣
いを金融市場で膨らませ、レースに興味を持って
も年齢制限でVRを体験できないとなればレーシ
ング会場まで作ってしまうほどの行動力です。龍
水の破天荒さに身内では「自堕落」と酷評の嵐で
すが、意見を求められたフランソワはこう言っての
けます。「龍水様は自堕落などではございません」
そしてこの言葉に繋がります。欲しいものに対し
て何処までも貪欲に、というのは簡単なことでは

ありません。様々な努力、覚悟を
持って欲しいものに真摯に向き合
う、そんな力を持ちたいときにこの
言葉を思い返してみてはいかがで
しょう。

名古屋のいとう呉服店（今の松坂屋）が1911年
に12歳～14歳の少年を募集して結成。初期は十
数人で管楽器のみの編成でしたが、その後、弦楽
器を入れたオーケストラ編成に。百貨店での演
奏をはじめ、名古屋まつりなど地域の行事での
演奏、全国選抜中等学校野球大会（今のセンバ
ツ）の開会式での演奏、ラジオ番組への出演など
幅広く活動しました。出身者は職業音楽家として
活躍する方が多く、優秀な音楽家を輩出したそう
です。
名古屋における西洋音楽普及の担い手でしたが、
1938年に活動拠点を東京へ。やがて、『現存する
日本最古のオーケストラ』と呼ばれる東京フィル
ハーモニー交響楽団へ発展していきました。

前回に引き続き、合奏場の見学室からオーケストラ
の練習を見学！
会場全体が見渡せて、音も聞きやすかったなぁ♪
合奏場には平台があるから、本番の舞台と同じよう
な感覚で練習ができそう。
今回はオケの合奏見学だったけど、マーチングなど
の動きがある演奏を見学室から見る機会があると面
白そうだなぁ…！

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

心から望むものに
『そこまでして欲しくない理由』を
あげつらうのは簡単なのです。
傷つく前に諦められる。

＃名古屋市音楽プラザ ＃合奏場　＃見学室
＃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

いとう呉服店少年音楽隊

2年ぶりの開催！ 第15回金山夏まつり

市民会館フォレストホール（大ホール）
Summer Music Festa!!

13:00　ポッカレモン消防音楽隊、リリー・エンゼルス
14:00　JR東海音楽クラブ　ゲスト：スギテツ
15:30　航空自衛隊航空中央音楽隊、愛知県立芸術大学

● 雪の中で宝探し！
● ゲームコーナー
  （わなげ、射的など）
● 名古屋市交通局による
   忘れ物傘の販売
● JAFこども安全免許証発行
● 中警察署による防犯体験
ゲーム

● 工作教室
（ペーパークラフト、マラカス）
● 自衛隊、警察署、消防署、
JAFの特別車両展示・体験

● ナゾトキゲームラリー
※市民会館、アスナル金山で開催

市民会館ロビー・前広場

● 音楽ステージ　　● 縁日ゲーム大会
アスナル金山（明日なる！広場）

● 名鉄産業、飛騨市観光協会による物販
金山総合駅連絡通路橋

市民会館ビレッジホール（中ホール）
劇団飛行船『ジャックと豆の木』

特別映画会2022『アダムスファミリー』

7日（日）13:00開演（12:00開場） ※入場無料/要整理券 6日（土）10:30～/13:30～（各回開場は30分前）

7日（日）10:30開演（10:00開場）※入場無料/要整理券

両日開催 両日開催

両日開催 ※「雪の中で宝探し！」は6日のみ

● チケット
　一般席 おひとり2,800円（当日3,000円）
　親子席 おひとり2,000円
※親子席は前売り販売のみ
問い合わせ　 劇団飛行船 03-4500-6810

問い合わせ ▶金山橋連合商店街振興組合 090-6330-8620 ▶市民会館 052-331-2141

整理券事前配布場所
市民会館・音楽プラザ1階管理事務室、
アスナル金山3階管理事務所、イオン金山店

※2019年開催時の様子

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

8EVENTGUIDE 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。8月の催事案内 2022.

7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。

7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

8月1日(月) 8月1日(月)

◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・
12日（金）・22日（月）～26日（金） ◆点検日 8月1日（月）・3日（水）・4日（木）・15日（月）・

22日（月）・29日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 9月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2022年（令和4年）10月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 11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） 11月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 9月分

［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83回市民会館名曲シリーズ　欧州音楽紀行Ⅲ イタリア

◆会 場  ： 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

［ 日時：8月11日（木・祝）16：00開演 ］

▶出演者
▶プログラム

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

※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。

《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

開催予定はございません

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

指揮：ベアトリーチェ・ヴェネツィ　　ソプラノ：谷原めぐみ*　　テノール：村上公太**
・プッチーニ：歌劇『妖精ヴィッリ』より間奏曲と妖精の踊り　・プッチーニ：歌劇『蝶々夫人』より愛の二重唱「夕暮れは迫り」*/**，「ある晴れた日に」*
・プッチーニ：歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」**　・レスピーギ：バレエ『シバの女王ベルキス』組曲   ほか

プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか◆チケット ： 

コバケン・スペシャル2022

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール

［ 日時：8月29日（月）18：45開演 ］

▶出演者
▶プログラム

指揮：小林研一郎　　　ピアノ：小山実稚恵*
・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲第5番『皇帝』*　　・ブラームス：交響曲第1番

セレクト・プラチナ席 ￥12,600 ～ D席 ￥2,200 ほか◆チケット ： 

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

第15回金山夏まつり
特別映画会2022「アダムスファミリー」

Arts　Sonic　2022

第28回水谷知栄バレエスタジオ発表会

芸術鑑賞会

FUN!FUN!!ファンダフルサーカス！2022

Newアメージング・モモタロウ　名古屋公演

松岡伶子バレエ団　アトリエ公演

音楽劇「スラムドッグ＄ミリオネア」

6

7

9

11

14

17

21

28

31

(土)

(日)

(火)

(木・祝)

(日)

(水)

(日)

(日)

(水)

劇団飛行船
03-4500-6810
（月～金　10:30～17:00）

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

Adachi学園グループ専門学校
名古屋ビジュアルアーツ
052-263-0906

水谷知栄バレエスタジオ
090-8078-4931

一般社団法人　伝統文化芸術協会
052-217-8729

株式会社オフィスパフォーマンスラボ
052-398-5551

●SRO運営事務局・
（有）プランニング・シーン
045-444-9712
（平日 11:00～18:00 土日祝休）　
(株）サムライ・ロック・オーケストラ内

松岡伶子バレエ団
052-933-5360

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)

全席指定　前売り券
一般券　おひとり2,800円
親子券　おひとり2,000円

無料　要整理券

無料　関係者のみ

無料　要整理券

全自由席
①1,000円　②2,000円

全席指定
大人　3,000円
小人　2,000円（小学生以下）
3才以下ひざ上無料

指定席　
S席：7,500円
S席（子ども）：5,000円

全席指定
A席：4,500円　B席：3,500円
当日券
A席：5,000円　B席：4,000円

全席指定：11,500円

①10:30～12:10
②13:30～15:10

10:30～12:15

16:00～19:00

16:00～20:00

①10:30～13:30
②14:00～16:00

18:30～20:05

17:00～19:00

17:00～19:00

①12:00～未定
②17:00～未定

第15回金山夏まつり
Summer Music Festa!!

第83回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅲ イタリア〉

w-inds. LIVE TOUR 2022

君に、胸キュン。4th Anniversary oneman
～私立胸キュン学園～

Uru Tour 2022「again」

GReeeeNと不思議な大脱走

TOURSミュージカル「赤毛のアン」

シャーロット・ド・ロスチャイルド
ソプラノ・リサイタル

7

11

14

15

27

28

29

31

(日)

(木・祝)

(日)

(月)

(土)

(日)

(月)

(水)

金山橋連合商店街振興組合
090-6330-8620
日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

（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）

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)

株式会社サムライ・エンタテインメント
03-6356-6541

エスフラッグプロモーション
サンデーフォークプロモーション
（問）サンデーフォークプロモーション　
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com

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

エステー株式会社
問合せ先：株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ
0422-76-6900

MIN-ON中部センター
052-951-5391

無料　要整理券

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

全席指定：8,000円

指定席：1,000円

全席指定：7,800円
着席指定：7,800円

VIP席：15,000円
指定席：9,800円

無料　全席ご招待制

全席指定：5,100円 

13:00～17:30

16:00～18:00

17:00～未定

17:00～19:00

18:00～未定

17:00～未定

13:20～15:00

18:30～20:30


