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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  久米

出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）

1972年10月1日に開館した市民会館の50周年を記念して、
10月1日（土）・2日（日）に開催するイベントをご紹介します！

﹇
担
当
・
中
村
﹈

9月、暦の上では秋を感じさせますが実際は残暑に喘いでいる
季節だと思われます。かくいう私がそうです。暑さが段々とや
わらぎ、一番最初に秋を感じるものといえば、道端に咲くキン
モクセイの香りだと思います。キンモクセイはフレグランス
としても人気で毎年色んなブランドから様々なフレーバーの
香りが出ている印象があります。そんな秋の香り、皆様も季節
の移り変わりを感じる一環として意識してみてはいかがで
しょう。

思い起こせば47年前‥１度だけ出演者になった事があ
りました。1975年3月に中ホールで行われたヤマハ音
楽教室の発表会です。覚えているのはとにかく館内が広
く地下から1F舞台、2Fのホワイエへ何度も移動し終演
後にはヘトヘトになっていた事です。
それから40年後‥勤め出した今でも大きさは変わらず
「いい運動」と思う様にしています。最近この発表会で一
緒に出演した1人が和楽器の道へ進み音楽集団の代表
者として今でも音楽に携わっていると知りました。市民
会館でも何度も演奏されている様で活躍をうれしく思
います。今後も多くの方にここ市民会館から大きく羽ば
たいてまたここへ戻って来て欲しいです。

指揮者を目指し吹奏楽部に入部した主人公、神峰
翔太の言葉です。神峰は人を訊ねて訪れた病院で
目を患い、手術をしなければ失明してしまう少女・
西口実理と出会います。手術を怖がる彼女を勇気
づけるために病院内で同じ吹奏楽部の部員や関
係者と共に演奏会を開くことにしました。その時、
実理から初対面の自分のためにどうしてここまで
してくれるのか、と尋ねられた時返したのがこの
言葉です。神峰自身も人の「心」が視覚化して「視」
えるという「目」にまつわる境遇からいくつもの試
練を課されてきました。どんな人でも襲い来る試
練に対して逃げ出したいという気持ちはあると思

います。ですがそんな気持ちをぐっ
と堪えて、よりよい未来に向かうた
めに立ち向かいたいという時こん
な心構えを持ってみてはいかがで
しょうか。

皆さんご存じシェイクスピアは、四大悲劇「ハム
レット」「オセロ」「リア王」「マクベス」や「ロミオと
ジュリエット」など今も愛され続ける多くの作品
を生み出したイギリスの劇作家です。
そのシェイクスピアの全集全巻を完訳した人物
が坪内逍遥です。子供の頃に一家で名古屋に移
住した彼は、日本一の蔵書を誇る貸本屋・大野屋
惣八（現在の中区錦）に熱心に通い、草双紙や戯
作など読んだそうです。また、入学した愛知英語
学校（現在の中区丸の内）では、授業で外国人教
師が身振りをつけてシェイクスピア作品の朗読
をしていたとのことです。名古屋で過ごした時間
なしで完訳はなかったかも？！

練習の合間に、音楽プラザ1階の「サンモリッツ 金山
音楽プラザ店」でランチ！
ボリューム満点のオムライス、おいしかった！
今日みたいに雨が降っているときは、外に出ることな
くお昼が済ませられてありがたい。
次は、モーニングや日替わりランチ、シュークリーム
も食べてみたいな♪

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

＃名古屋市音楽プラザ  ＃サンモリッツ音楽プラザ店
＃オムライス＃ランチ ＃おすすめ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

シェイクスピアと坪内逍遥
しょうよう

名古屋市民会館 50th Anniversary Day！！

うたフェス・なごや2022

10月1日（土） 午前の部：10：00開演（9：30開場）
　　　　　 　午後の部：13：30開演（13：00開場）

東海地方で活動されている声楽団体のみな
さんに、日頃の活動の成果となる歌声をご披
露いただきます♪

10
（土）

1

日程

名古屋フィルハーモニー交響楽団
サンクスコンサート
～名フィルから感謝を込めて～

10月2日（日） 15：00開演（14：00開場）

10
（日）

2

日程

市民会館 フォレストホール
会場

● モーツァルト：歌劇「劇場支配人」序曲
●ロッシーニ：歌劇『セビリャの理髪師』より
「私は町の何でも屋」*
● 外山雄三：管弦楽のためのラプソディ ほか

プログラム

指揮：永峰大輔　　バリトン・司会：菅原洋平*
出演者

　全席指定　500円（3歳から大人まで共通）
　※3歳未満は保護者ひざ上での鑑賞に限り無料
　※収益は名古屋市社会福祉協議会を通じて名古屋市福祉

基金に寄付されます

チケット料金

　名フィル・チケットガイド（9：00～17：30/土日祝休）
　TEL：052-339-5666／www.nagoya-phil.or.jp

お申込・お問合せ

市民会館 フォレストホール
会場

● ensemble Solaris　● 一宮第九をうたう会
● 植田東小学校PTAコーラス部「エール合唱団」
● 上野コールエコー　● ACCシニアコーラス
● 各務原市民合唱団　● 春日井男声合唱団
● かの子会　● Cantus NAGOYA
●こじょう混声合唱団　●コーナン フロイラインコール
●コール・カンナ　●コール・サマー　●コールＪＯＹ
●コーロ・アマトリーチェ　●コーロ・マグノーリア
● 混声合唱団siolin　● 混声合唱団アダージョ
● 混声合唱団リーダークライス
● 女声合唱団 コーロ・ブリランテ ●セーレインたまみず
● 楽しく歌おう会　● 名古屋少年少女合唱団
● 名古屋青年合唱団 うたの学校アガトス
● 名古屋文理大学コーラスクラブ ● ハニー・エイリアン
● 藤が丘コーラス　● ゆりの会　● LaLa・Festa
●レインボーコーラス

出演団体

入場無料 全席指定

※50音順／出演順は９月上旬ごろ、チラシ・HPで公開予定
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出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）

1972年10月1日に開館した市民会館の50周年を記念して、
10月1日（土）・2日（日）に開催するイベントをご紹介します！

﹇
担
当
・
中
村
﹈

9月、暦の上では秋を感じさせますが実際は残暑に喘いでいる
季節だと思われます。かくいう私がそうです。暑さが段々とや
わらぎ、一番最初に秋を感じるものといえば、道端に咲くキン
モクセイの香りだと思います。キンモクセイはフレグランス
としても人気で毎年色んなブランドから様々なフレーバーの
香りが出ている印象があります。そんな秋の香り、皆様も季節
の移り変わりを感じる一環として意識してみてはいかがで
しょう。

思い起こせば47年前‥１度だけ出演者になった事があ
りました。1975年3月に中ホールで行われたヤマハ音
楽教室の発表会です。覚えているのはとにかく館内が広
く地下から1F舞台、2Fのホワイエへ何度も移動し終演
後にはヘトヘトになっていた事です。
それから40年後‥勤め出した今でも大きさは変わらず
「いい運動」と思う様にしています。最近この発表会で一
緒に出演した1人が和楽器の道へ進み音楽集団の代表
者として今でも音楽に携わっていると知りました。市民
会館でも何度も演奏されている様で活躍をうれしく思
います。今後も多くの方にここ市民会館から大きく羽ば
たいてまたここへ戻って来て欲しいです。

指揮者を目指し吹奏楽部に入部した主人公、神峰
翔太の言葉です。神峰は人を訊ねて訪れた病院で
目を患い、手術をしなければ失明してしまう少女・
西口実理と出会います。手術を怖がる彼女を勇気
づけるために病院内で同じ吹奏楽部の部員や関
係者と共に演奏会を開くことにしました。その時、
実理から初対面の自分のためにどうしてここまで
してくれるのか、と尋ねられた時返したのがこの
言葉です。神峰自身も人の「心」が視覚化して「視」
えるという「目」にまつわる境遇からいくつもの試
練を課されてきました。どんな人でも襲い来る試
練に対して逃げ出したいという気持ちはあると思

います。ですがそんな気持ちをぐっ
と堪えて、よりよい未来に向かうた
めに立ち向かいたいという時こん
な心構えを持ってみてはいかがで
しょうか。

皆さんご存じシェイクスピアは、四大悲劇「ハム
レット」「オセロ」「リア王」「マクベス」や「ロミオと
ジュリエット」など今も愛され続ける多くの作品
を生み出したイギリスの劇作家です。
そのシェイクスピアの全集全巻を完訳した人物
が坪内逍遥です。子供の頃に一家で名古屋に移
住した彼は、日本一の蔵書を誇る貸本屋・大野屋
惣八（現在の中区錦）に熱心に通い、草双紙や戯
作など読んだそうです。また、入学した愛知英語
学校（現在の中区丸の内）では、授業で外国人教
師が身振りをつけてシェイクスピア作品の朗読
をしていたとのことです。名古屋で過ごした時間
なしで完訳はなかったかも？！

練習の合間に、音楽プラザ1階の「サンモリッツ 金山
音楽プラザ店」でランチ！
ボリューム満点のオムライス、おいしかった！
今日みたいに雨が降っているときは、外に出ることな
くお昼が済ませられてありがたい。
次は、モーニングや日替わりランチ、シュークリーム
も食べてみたいな♪

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

＃名古屋市音楽プラザ  ＃サンモリッツ音楽プラザ店
＃オムライス＃ランチ ＃おすすめ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

シェイクスピアと坪内逍遥
しょうよう

名古屋市民会館 50th Anniversary Day！！

うたフェス・なごや2022

10月1日（土） 午前の部：10：00開演（9：30開場）
　　　　　 　午後の部：13：30開演（13：00開場）

東海地方で活動されている声楽団体のみな
さんに、日頃の活動の成果となる歌声をご披
露いただきます♪

10
（土）

1

日程

名古屋フィルハーモニー交響楽団
サンクスコンサート
～名フィルから感謝を込めて～

10月2日（日） 15：00開演（14：00開場）

10
（日）

2

日程

市民会館 フォレストホール
会場

● モーツァルト：歌劇「劇場支配人」序曲
●ロッシーニ：歌劇『セビリャの理髪師』より
「私は町の何でも屋」*
● 外山雄三：管弦楽のためのラプソディ ほか

プログラム

指揮：永峰大輔　　バリトン・司会：菅原洋平*
出演者

　全席指定　500円（3歳から大人まで共通）
　※3歳未満は保護者ひざ上での鑑賞に限り無料
　※収益は名古屋市社会福祉協議会を通じて名古屋市福祉

基金に寄付されます

チケット料金

　名フィル・チケットガイド（9：00～17：30/土日祝休）
　TEL：052-339-5666／www.nagoya-phil.or.jp

お申込・お問合せ

市民会館 フォレストホール
会場

● ensemble Solaris　● 一宮第九をうたう会
● 植田東小学校PTAコーラス部「エール合唱団」
● 上野コールエコー　● ACCシニアコーラス
● 各務原市民合唱団　● 春日井男声合唱団
● かの子会　● Cantus NAGOYA
●こじょう混声合唱団　●コーナン フロイラインコール
●コール・カンナ　●コール・サマー　●コールＪＯＹ
●コーロ・アマトリーチェ　●コーロ・マグノーリア
● 混声合唱団siolin　● 混声合唱団アダージョ
● 混声合唱団リーダークライス
● 女声合唱団 コーロ・ブリランテ ●セーレインたまみず
● 楽しく歌おう会　● 名古屋少年少女合唱団
● 名古屋青年合唱団 うたの学校アガトス
● 名古屋文理大学コーラスクラブ ● ハニー・エイリアン
● 藤が丘コーラス　● ゆりの会　● LaLa・Festa
●レインボーコーラス

出演団体

入場無料 全席指定

※50音順／出演順は９月上旬ごろ、チラシ・HPで公開予定
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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
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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
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●コール・カンナ　●コール・サマー　●コールＪＯＹ
●コーロ・アマトリーチェ　●コーロ・マグノーリア
● 混声合唱団siolin　● 混声合唱団アダージョ
● 混声合唱団リーダークライス
● 女声合唱団 コーロ・ブリランテ ●セーレインたまみず
● 楽しく歌おう会　● 名古屋少年少女合唱団
● 名古屋青年合唱団 うたの学校アガトス
● 名古屋文理大学コーラスクラブ ● ハニー・エイリアン
● 藤が丘コーラス　● ゆりの会　● LaLa・Festa
●レインボーコーラス

出演団体

入場無料 全席指定

※50音順／出演順は９月上旬ごろ、チラシ・HPで公開予定
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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9月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
●TEL.052-212-8124
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
●TEL.052-211-8424
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～14:00

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  久米

出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）

1972年10月1日に開館した市民会館の50周年を記念して、
10月1日（土）・2日（日）に開催するイベントをご紹介します！

﹇
担
当
・
中
村
﹈

9月、暦の上では秋を感じさせますが実際は残暑に喘いでいる
季節だと思われます。かくいう私がそうです。暑さが段々とや
わらぎ、一番最初に秋を感じるものといえば、道端に咲くキン
モクセイの香りだと思います。キンモクセイはフレグランス
としても人気で毎年色んなブランドから様々なフレーバーの
香りが出ている印象があります。そんな秋の香り、皆様も季節
の移り変わりを感じる一環として意識してみてはいかがで
しょう。

思い起こせば47年前‥１度だけ出演者になった事があ
りました。1975年3月に中ホールで行われたヤマハ音
楽教室の発表会です。覚えているのはとにかく館内が広
く地下から1F舞台、2Fのホワイエへ何度も移動し終演
後にはヘトヘトになっていた事です。
それから40年後‥勤め出した今でも大きさは変わらず
「いい運動」と思う様にしています。最近この発表会で一
緒に出演した1人が和楽器の道へ進み音楽集団の代表
者として今でも音楽に携わっていると知りました。市民
会館でも何度も演奏されている様で活躍をうれしく思
います。今後も多くの方にここ市民会館から大きく羽ば
たいてまたここへ戻って来て欲しいです。

指揮者を目指し吹奏楽部に入部した主人公、神峰
翔太の言葉です。神峰は人を訊ねて訪れた病院で
目を患い、手術をしなければ失明してしまう少女・
西口実理と出会います。手術を怖がる彼女を勇気
づけるために病院内で同じ吹奏楽部の部員や関
係者と共に演奏会を開くことにしました。その時、
実理から初対面の自分のためにどうしてここまで
してくれるのか、と尋ねられた時返したのがこの
言葉です。神峰自身も人の「心」が視覚化して「視」
えるという「目」にまつわる境遇からいくつもの試
練を課されてきました。どんな人でも襲い来る試
練に対して逃げ出したいという気持ちはあると思

います。ですがそんな気持ちをぐっ
と堪えて、よりよい未来に向かうた
めに立ち向かいたいという時こん
な心構えを持ってみてはいかがで
しょうか。

皆さんご存じシェイクスピアは、四大悲劇「ハム
レット」「オセロ」「リア王」「マクベス」や「ロミオと
ジュリエット」など今も愛され続ける多くの作品
を生み出したイギリスの劇作家です。
そのシェイクスピアの全集全巻を完訳した人物
が坪内逍遥です。子供の頃に一家で名古屋に移
住した彼は、日本一の蔵書を誇る貸本屋・大野屋
惣八（現在の中区錦）に熱心に通い、草双紙や戯
作など読んだそうです。また、入学した愛知英語
学校（現在の中区丸の内）では、授業で外国人教
師が身振りをつけてシェイクスピア作品の朗読
をしていたとのことです。名古屋で過ごした時間
なしで完訳はなかったかも？！

練習の合間に、音楽プラザ1階の「サンモリッツ 金山
音楽プラザ店」でランチ！
ボリューム満点のオムライス、おいしかった！
今日みたいに雨が降っているときは、外に出ることな
くお昼が済ませられてありがたい。
次は、モーニングや日替わりランチ、シュークリーム
も食べてみたいな♪

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

＃名古屋市音楽プラザ  ＃サンモリッツ音楽プラザ店
＃オムライス＃ランチ ＃おすすめ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

シェイクスピアと坪内逍遥
しょうよう

名古屋市民会館 50th Anniversary Day！！

うたフェス・なごや2022

10月1日（土） 午前の部：10：00開演（9：30開場）
　　　　　 　午後の部：13：30開演（13：00開場）

東海地方で活動されている声楽団体のみな
さんに、日頃の活動の成果となる歌声をご披
露いただきます♪

10
（土）

1

日程

名古屋フィルハーモニー交響楽団
サンクスコンサート
～名フィルから感謝を込めて～

10月2日（日） 15：00開演（14：00開場）

10
（日）

2

日程

市民会館 フォレストホール
会場

● モーツァルト：歌劇「劇場支配人」序曲
●ロッシーニ：歌劇『セビリャの理髪師』より
「私は町の何でも屋」*
● 外山雄三：管弦楽のためのラプソディ ほか

プログラム

指揮：永峰大輔　　バリトン・司会：菅原洋平*
出演者

　全席指定　500円（3歳から大人まで共通）
　※3歳未満は保護者ひざ上での鑑賞に限り無料
　※収益は名古屋市社会福祉協議会を通じて名古屋市福祉

基金に寄付されます

チケット料金

　名フィル・チケットガイド（9：00～17：30/土日祝休）
　TEL：052-339-5666／www.nagoya-phil.or.jp

お申込・お問合せ

市民会館 フォレストホール
会場

● ensemble Solaris　● 一宮第九をうたう会
● 植田東小学校PTAコーラス部「エール合唱団」
● 上野コールエコー　● ACCシニアコーラス
● 各務原市民合唱団　● 春日井男声合唱団
● かの子会　● Cantus NAGOYA
●こじょう混声合唱団　●コーナン フロイラインコール
●コール・カンナ　●コール・サマー　●コールＪＯＹ
●コーロ・アマトリーチェ　●コーロ・マグノーリア
● 混声合唱団siolin　● 混声合唱団アダージョ
● 混声合唱団リーダークライス
● 女声合唱団 コーロ・ブリランテ ●セーレインたまみず
● 楽しく歌おう会　● 名古屋少年少女合唱団
● 名古屋青年合唱団 うたの学校アガトス
● 名古屋文理大学コーラスクラブ ● ハニー・エイリアン
● 藤が丘コーラス　● ゆりの会　● LaLa・Festa
●レインボーコーラス

出演団体

入場無料 全席指定

※50音順／出演順は９月上旬ごろ、チラシ・HPで公開予定

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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会

トム・プロジェクト『風を打つ』
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(木)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(日)

(金)

(月・祝)

(水)

(木)

(金・祝)

(日)

(火)

(水)

吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022
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東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30
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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
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有効期限/2022年9月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
●TEL.052-212-8124
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
●TEL.052-211-8424
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～14:00

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  久米

出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）

1972年10月1日に開館した市民会館の50周年を記念して、
10月1日（土）・2日（日）に開催するイベントをご紹介します！

﹇
担
当
・
中
村
﹈

9月、暦の上では秋を感じさせますが実際は残暑に喘いでいる
季節だと思われます。かくいう私がそうです。暑さが段々とや
わらぎ、一番最初に秋を感じるものといえば、道端に咲くキン
モクセイの香りだと思います。キンモクセイはフレグランス
としても人気で毎年色んなブランドから様々なフレーバーの
香りが出ている印象があります。そんな秋の香り、皆様も季節
の移り変わりを感じる一環として意識してみてはいかがで
しょう。

思い起こせば47年前‥１度だけ出演者になった事があ
りました。1975年3月に中ホールで行われたヤマハ音
楽教室の発表会です。覚えているのはとにかく館内が広
く地下から1F舞台、2Fのホワイエへ何度も移動し終演
後にはヘトヘトになっていた事です。
それから40年後‥勤め出した今でも大きさは変わらず
「いい運動」と思う様にしています。最近この発表会で一
緒に出演した1人が和楽器の道へ進み音楽集団の代表
者として今でも音楽に携わっていると知りました。市民
会館でも何度も演奏されている様で活躍をうれしく思
います。今後も多くの方にここ市民会館から大きく羽ば
たいてまたここへ戻って来て欲しいです。

指揮者を目指し吹奏楽部に入部した主人公、神峰
翔太の言葉です。神峰は人を訊ねて訪れた病院で
目を患い、手術をしなければ失明してしまう少女・
西口実理と出会います。手術を怖がる彼女を勇気
づけるために病院内で同じ吹奏楽部の部員や関
係者と共に演奏会を開くことにしました。その時、
実理から初対面の自分のためにどうしてここまで
してくれるのか、と尋ねられた時返したのがこの
言葉です。神峰自身も人の「心」が視覚化して「視」
えるという「目」にまつわる境遇からいくつもの試
練を課されてきました。どんな人でも襲い来る試
練に対して逃げ出したいという気持ちはあると思

います。ですがそんな気持ちをぐっ
と堪えて、よりよい未来に向かうた
めに立ち向かいたいという時こん
な心構えを持ってみてはいかがで
しょうか。

皆さんご存じシェイクスピアは、四大悲劇「ハム
レット」「オセロ」「リア王」「マクベス」や「ロミオと
ジュリエット」など今も愛され続ける多くの作品
を生み出したイギリスの劇作家です。
そのシェイクスピアの全集全巻を完訳した人物
が坪内逍遥です。子供の頃に一家で名古屋に移
住した彼は、日本一の蔵書を誇る貸本屋・大野屋
惣八（現在の中区錦）に熱心に通い、草双紙や戯
作など読んだそうです。また、入学した愛知英語
学校（現在の中区丸の内）では、授業で外国人教
師が身振りをつけてシェイクスピア作品の朗読
をしていたとのことです。名古屋で過ごした時間
なしで完訳はなかったかも？！

練習の合間に、音楽プラザ1階の「サンモリッツ 金山
音楽プラザ店」でランチ！
ボリューム満点のオムライス、おいしかった！
今日みたいに雨が降っているときは、外に出ることな
くお昼が済ませられてありがたい。
次は、モーニングや日替わりランチ、シュークリーム
も食べてみたいな♪

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

＃名古屋市音楽プラザ  ＃サンモリッツ音楽プラザ店
＃オムライス＃ランチ ＃おすすめ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

シェイクスピアと坪内逍遥
しょうよう

名古屋市民会館 50th Anniversary Day！！

うたフェス・なごや2022

10月1日（土） 午前の部：10：00開演（9：30開場）
　　　　　 　午後の部：13：30開演（13：00開場）

東海地方で活動されている声楽団体のみな
さんに、日頃の活動の成果となる歌声をご披
露いただきます♪

10
（土）

1

日程

名古屋フィルハーモニー交響楽団
サンクスコンサート
～名フィルから感謝を込めて～

10月2日（日） 15：00開演（14：00開場）

10
（日）

2

日程

市民会館 フォレストホール
会場

● モーツァルト：歌劇「劇場支配人」序曲
●ロッシーニ：歌劇『セビリャの理髪師』より
「私は町の何でも屋」*
● 外山雄三：管弦楽のためのラプソディ ほか

プログラム

指揮：永峰大輔　　バリトン・司会：菅原洋平*
出演者

　全席指定　500円（3歳から大人まで共通）
　※3歳未満は保護者ひざ上での鑑賞に限り無料
　※収益は名古屋市社会福祉協議会を通じて名古屋市福祉

基金に寄付されます

チケット料金

　名フィル・チケットガイド（9：00～17：30/土日祝休）
　TEL：052-339-5666／www.nagoya-phil.or.jp

お申込・お問合せ

市民会館 フォレストホール
会場

● ensemble Solaris　● 一宮第九をうたう会
● 植田東小学校PTAコーラス部「エール合唱団」
● 上野コールエコー　● ACCシニアコーラス
● 各務原市民合唱団　● 春日井男声合唱団
● かの子会　● Cantus NAGOYA
●こじょう混声合唱団　●コーナン フロイラインコール
●コール・カンナ　●コール・サマー　●コールＪＯＹ
●コーロ・アマトリーチェ　●コーロ・マグノーリア
● 混声合唱団siolin　● 混声合唱団アダージョ
● 混声合唱団リーダークライス
● 女声合唱団 コーロ・ブリランテ ●セーレインたまみず
● 楽しく歌おう会　● 名古屋少年少女合唱団
● 名古屋青年合唱団 うたの学校アガトス
● 名古屋文理大学コーラスクラブ ● ハニー・エイリアン
● 藤が丘コーラス　● ゆりの会　● LaLa・Festa
●レインボーコーラス

出演団体

入場無料 全席指定

※50音順／出演順は９月上旬ごろ、チラシ・HPで公開予定

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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会

トム・プロジェクト『風を打つ』
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(木)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(日)

(金)

(月・祝)

(水)

(木)

(金・祝)

(日)

(火)

(水)

吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022
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(火)

(日)

(月)

(金)

(土)

(月・祝)

(木)

(金・祝)

(土)

(日)

(水)

東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30

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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会

トム・プロジェクト『風を打つ』
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吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022
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東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30



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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会
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吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022
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(土)

(日)

(火)

(日)

(月)

(金)

(土)

(月・祝)

(木)

(金・祝)

(土)

(日)

(水)

東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30

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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会

トム・プロジェクト『風を打つ』
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吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022
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東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30

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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会

トム・プロジェクト『風を打つ』
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(木)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(日)

(金)

(月・祝)

(水)

(木)

(金・祝)

(日)

(火)

(水)

吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022
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東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30
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Nijiiro Report

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

音楽プラザでの日常を発信するのが趣味の
施設利用者目線で投稿します！
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施設ご利用にあたって「名古屋市ガイドライン」の順守をお願い
しております。詳しくは会館ホームページをご覧ください。当面
の間、ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染拡大予
防対策へのご協力とご理解の程よろしくお願い申し上げます。
ちなみに市民会館では「飛沫防止シートの設置」「消毒液の設
置」などの感染予防対策を行っています！

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧
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有効期限/2022年9月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

2 サンモリッツ 金山音楽プラザ店
金山一丁目4番10号 名古屋市音楽プラザ1Ｆ
●TEL.052-212-8124
　　　　  9：30～17：00

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

1 サンモリッツ 市民会館店
金山一丁目5番1号 日本特殊陶業市民会館2F
●TEL.052-211-8424
　　　　  9：30～17：30 

ランチ50円引き
※11:00～14:00

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  久米

出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）

1972年10月1日に開館した市民会館の50周年を記念して、
10月1日（土）・2日（日）に開催するイベントをご紹介します！

﹇
担
当
・
中
村
﹈

9月、暦の上では秋を感じさせますが実際は残暑に喘いでいる
季節だと思われます。かくいう私がそうです。暑さが段々とや
わらぎ、一番最初に秋を感じるものといえば、道端に咲くキン
モクセイの香りだと思います。キンモクセイはフレグランス
としても人気で毎年色んなブランドから様々なフレーバーの
香りが出ている印象があります。そんな秋の香り、皆様も季節
の移り変わりを感じる一環として意識してみてはいかがで
しょう。

思い起こせば47年前‥１度だけ出演者になった事があ
りました。1975年3月に中ホールで行われたヤマハ音
楽教室の発表会です。覚えているのはとにかく館内が広
く地下から1F舞台、2Fのホワイエへ何度も移動し終演
後にはヘトヘトになっていた事です。
それから40年後‥勤め出した今でも大きさは変わらず
「いい運動」と思う様にしています。最近この発表会で一
緒に出演した1人が和楽器の道へ進み音楽集団の代表
者として今でも音楽に携わっていると知りました。市民
会館でも何度も演奏されている様で活躍をうれしく思
います。今後も多くの方にここ市民会館から大きく羽ば
たいてまたここへ戻って来て欲しいです。

指揮者を目指し吹奏楽部に入部した主人公、神峰
翔太の言葉です。神峰は人を訊ねて訪れた病院で
目を患い、手術をしなければ失明してしまう少女・
西口実理と出会います。手術を怖がる彼女を勇気
づけるために病院内で同じ吹奏楽部の部員や関
係者と共に演奏会を開くことにしました。その時、
実理から初対面の自分のためにどうしてここまで
してくれるのか、と尋ねられた時返したのがこの
言葉です。神峰自身も人の「心」が視覚化して「視」
えるという「目」にまつわる境遇からいくつもの試
練を課されてきました。どんな人でも襲い来る試
練に対して逃げ出したいという気持ちはあると思

います。ですがそんな気持ちをぐっ
と堪えて、よりよい未来に向かうた
めに立ち向かいたいという時こん
な心構えを持ってみてはいかがで
しょうか。

皆さんご存じシェイクスピアは、四大悲劇「ハム
レット」「オセロ」「リア王」「マクベス」や「ロミオと
ジュリエット」など今も愛され続ける多くの作品
を生み出したイギリスの劇作家です。
そのシェイクスピアの全集全巻を完訳した人物
が坪内逍遥です。子供の頃に一家で名古屋に移
住した彼は、日本一の蔵書を誇る貸本屋・大野屋
惣八（現在の中区錦）に熱心に通い、草双紙や戯
作など読んだそうです。また、入学した愛知英語
学校（現在の中区丸の内）では、授業で外国人教
師が身振りをつけてシェイクスピア作品の朗読
をしていたとのことです。名古屋で過ごした時間
なしで完訳はなかったかも？！

練習の合間に、音楽プラザ1階の「サンモリッツ 金山
音楽プラザ店」でランチ！
ボリューム満点のオムライス、おいしかった！
今日みたいに雨が降っているときは、外に出ることな
くお昼が済ませられてありがたい。
次は、モーニングや日替わりランチ、シュークリーム
も食べてみたいな♪

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

＃名古屋市音楽プラザ  ＃サンモリッツ音楽プラザ店
＃オムライス＃ランチ ＃おすすめ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

シェイクスピアと坪内逍遥
しょうよう

名古屋市民会館 50th Anniversary Day！！

うたフェス・なごや2022

10月1日（土） 午前の部：10：00開演（9：30開場）
　　　　　 　午後の部：13：30開演（13：00開場）

東海地方で活動されている声楽団体のみな
さんに、日頃の活動の成果となる歌声をご披
露いただきます♪

10
（土）

1

日程

名古屋フィルハーモニー交響楽団
サンクスコンサート
～名フィルから感謝を込めて～

10月2日（日） 15：00開演（14：00開場）

10
（日）

2

日程

市民会館 フォレストホール
会場

● モーツァルト：歌劇「劇場支配人」序曲
●ロッシーニ：歌劇『セビリャの理髪師』より
「私は町の何でも屋」*
● 外山雄三：管弦楽のためのラプソディ ほか

プログラム

指揮：永峰大輔　　バリトン・司会：菅原洋平*
出演者

　全席指定　500円（3歳から大人まで共通）
　※3歳未満は保護者ひざ上での鑑賞に限り無料
　※収益は名古屋市社会福祉協議会を通じて名古屋市福祉

基金に寄付されます

チケット料金

　名フィル・チケットガイド（9：00～17：30/土日祝休）
　TEL：052-339-5666／www.nagoya-phil.or.jp

お申込・お問合せ

市民会館 フォレストホール
会場

● ensemble Solaris　● 一宮第九をうたう会
● 植田東小学校PTAコーラス部「エール合唱団」
● 上野コールエコー　● ACCシニアコーラス
● 各務原市民合唱団　● 春日井男声合唱団
● かの子会　● Cantus NAGOYA
●こじょう混声合唱団　●コーナン フロイラインコール
●コール・カンナ　●コール・サマー　●コールＪＯＹ
●コーロ・アマトリーチェ　●コーロ・マグノーリア
● 混声合唱団siolin　● 混声合唱団アダージョ
● 混声合唱団リーダークライス
● 女声合唱団 コーロ・ブリランテ ●セーレインたまみず
● 楽しく歌おう会　● 名古屋少年少女合唱団
● 名古屋青年合唱団 うたの学校アガトス
● 名古屋文理大学コーラスクラブ ● ハニー・エイリアン
● 藤が丘コーラス　● ゆりの会　● LaLa・Festa
●レインボーコーラス

出演団体

入場無料 全席指定

※50音順／出演順は９月上旬ごろ、チラシ・HPで公開予定

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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会

トム・プロジェクト『風を打つ』

1
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23
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27
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(木)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(日)

(金)

(月・祝)

(水)

(木)

(金・祝)

(日)

(火)

(水)

吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022

3

4

6

11

12

16

17

19

22

23

24

25

28

(土)

(日)

(火)

(日)

(月)

(金)

(土)

(月・祝)

(木)

(金・祝)

(土)

(日)

(水)

東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30

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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会

トム・プロジェクト『風を打つ』
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(木)

(金)

(土)

(日)

(火)

(水)

(金)

(日)

(金)

(月・祝)

(水)

(木)

(金・祝)

(日)

(火)

(水)

吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022

3

4

6

11

12

16

17

19

22

23

24

25

28

(土)

(日)

(火)

(日)

(月)

(金)

(土)

(月・祝)

(木)

(金・祝)

(土)

(日)

(水)

東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30
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日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

9
2022

VOL.077

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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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
9
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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
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EC
K
!!

有効期限/2022年9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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得
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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  久米

出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）出典：SOUL CATCHER（S）（ソウルキャッチャーズ）

1972年10月1日に開館した市民会館の50周年を記念して、
10月1日（土）・2日（日）に開催するイベントをご紹介します！

﹇
担
当
・
中
村
﹈

9月、暦の上では秋を感じさせますが実際は残暑に喘いでいる
季節だと思われます。かくいう私がそうです。暑さが段々とや
わらぎ、一番最初に秋を感じるものといえば、道端に咲くキン
モクセイの香りだと思います。キンモクセイはフレグランス
としても人気で毎年色んなブランドから様々なフレーバーの
香りが出ている印象があります。そんな秋の香り、皆様も季節
の移り変わりを感じる一環として意識してみてはいかがで
しょう。

思い起こせば47年前‥１度だけ出演者になった事があ
りました。1975年3月に中ホールで行われたヤマハ音
楽教室の発表会です。覚えているのはとにかく館内が広
く地下から1F舞台、2Fのホワイエへ何度も移動し終演
後にはヘトヘトになっていた事です。
それから40年後‥勤め出した今でも大きさは変わらず
「いい運動」と思う様にしています。最近この発表会で一
緒に出演した1人が和楽器の道へ進み音楽集団の代表
者として今でも音楽に携わっていると知りました。市民
会館でも何度も演奏されている様で活躍をうれしく思
います。今後も多くの方にここ市民会館から大きく羽ば
たいてまたここへ戻って来て欲しいです。

指揮者を目指し吹奏楽部に入部した主人公、神峰
翔太の言葉です。神峰は人を訊ねて訪れた病院で
目を患い、手術をしなければ失明してしまう少女・
西口実理と出会います。手術を怖がる彼女を勇気
づけるために病院内で同じ吹奏楽部の部員や関
係者と共に演奏会を開くことにしました。その時、
実理から初対面の自分のためにどうしてここまで
してくれるのか、と尋ねられた時返したのがこの
言葉です。神峰自身も人の「心」が視覚化して「視」
えるという「目」にまつわる境遇からいくつもの試
練を課されてきました。どんな人でも襲い来る試
練に対して逃げ出したいという気持ちはあると思

います。ですがそんな気持ちをぐっ
と堪えて、よりよい未来に向かうた
めに立ち向かいたいという時こん
な心構えを持ってみてはいかがで
しょうか。

皆さんご存じシェイクスピアは、四大悲劇「ハム
レット」「オセロ」「リア王」「マクベス」や「ロミオと
ジュリエット」など今も愛され続ける多くの作品
を生み出したイギリスの劇作家です。
そのシェイクスピアの全集全巻を完訳した人物
が坪内逍遥です。子供の頃に一家で名古屋に移
住した彼は、日本一の蔵書を誇る貸本屋・大野屋
惣八（現在の中区錦）に熱心に通い、草双紙や戯
作など読んだそうです。また、入学した愛知英語
学校（現在の中区丸の内）では、授業で外国人教
師が身振りをつけてシェイクスピア作品の朗読
をしていたとのことです。名古屋で過ごした時間
なしで完訳はなかったかも？！

練習の合間に、音楽プラザ1階の「サンモリッツ 金山
音楽プラザ店」でランチ！
ボリューム満点のオムライス、おいしかった！
今日みたいに雨が降っているときは、外に出ることな
くお昼が済ませられてありがたい。
次は、モーニングや日替わりランチ、シュークリーム
も食べてみたいな♪

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

勇気出して飛び込んでなかったら
一生後悔したと思うんだ
「逃げない勇気は
必ず自分の助けになる」

＃名古屋市音楽プラザ  ＃サンモリッツ音楽プラザ店
＃オムライス＃ランチ ＃おすすめ
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

シェイクスピアと坪内逍遥
しょうよう

名古屋市民会館 50th Anniversary Day！！

うたフェス・なごや2022

10月1日（土） 午前の部：10：00開演（9：30開場）
　　　　　 　午後の部：13：30開演（13：00開場）

東海地方で活動されている声楽団体のみな
さんに、日頃の活動の成果となる歌声をご披
露いただきます♪

10
（土）

1

日程

名古屋フィルハーモニー交響楽団
サンクスコンサート
～名フィルから感謝を込めて～

10月2日（日） 15：00開演（14：00開場）

10
（日）

2

日程

市民会館 フォレストホール
会場

● モーツァルト：歌劇「劇場支配人」序曲
●ロッシーニ：歌劇『セビリャの理髪師』より
「私は町の何でも屋」*
● 外山雄三：管弦楽のためのラプソディ ほか

プログラム

指揮：永峰大輔　　バリトン・司会：菅原洋平*
出演者

　全席指定　500円（3歳から大人まで共通）
　※3歳未満は保護者ひざ上での鑑賞に限り無料
　※収益は名古屋市社会福祉協議会を通じて名古屋市福祉

基金に寄付されます

チケット料金

　名フィル・チケットガイド（9：00～17：30/土日祝休）
　TEL：052-339-5666／www.nagoya-phil.or.jp

お申込・お問合せ

市民会館 フォレストホール
会場

● ensemble Solaris　● 一宮第九をうたう会
● 植田東小学校PTAコーラス部「エール合唱団」
● 上野コールエコー　● ACCシニアコーラス
● 各務原市民合唱団　● 春日井男声合唱団
● かの子会　● Cantus NAGOYA
●こじょう混声合唱団　●コーナン フロイラインコール
●コール・カンナ　●コール・サマー　●コールＪＯＹ
●コーロ・アマトリーチェ　●コーロ・マグノーリア
● 混声合唱団siolin　● 混声合唱団アダージョ
● 混声合唱団リーダークライス
● 女声合唱団 コーロ・ブリランテ ●セーレインたまみず
● 楽しく歌おう会　● 名古屋少年少女合唱団
● 名古屋青年合唱団 うたの学校アガトス
● 名古屋文理大学コーラスクラブ ● ハニー・エイリアン
● 藤が丘コーラス　● ゆりの会　● LaLa・Festa
●レインボーコーラス

出演団体

入場無料 全席指定

※50音順／出演順は９月上旬ごろ、チラシ・HPで公開予定

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

9EVENTGUIDE 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。9月の催事案内 2022.

8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。

8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

9月1日(木) 9月1日(木)

◆点検日 9月5日（月）・20日（火）・30日（金） ◆点検日 9月5日（月）・12日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 10月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 4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） 4月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2022年（令和4年） 12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） 12月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 10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。

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

第504回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ドヴォルザーク

◆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9月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
1・2階席 ￥3,500 ～ 3・4階席 ￥2,500 ほか

［ 日時：9月19日（月・祝）14：00開演 ］

指揮・お話：川瀬賢太郎
・坂田直樹：クロード・モネをテーマとした委嘱新作
・ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
・リャードフ：音画『ババ・ヤガー』
・ムソルグスキー［ラヴェル編］：組曲『展覧会の絵』

▶出演者
▶プログラム

▶出演者

▶プログラム

指揮：原田慶太楼
弦楽四重奏：アタッカ・カルテット*

・アダムズ：主席は踊る－管弦楽のためのフォックストロット
・アダムズ：アブソリュート・ジェスト－弦楽四重奏と管弦楽のための*
・ドヴォルザーク：交響曲第8番

和牛結成15周年+1 全国ツアー2022

「H ZETTRIO Kazemachizuki Tour
2022 -レソラピック-」

夏川りみコンサートツアー 2022
「たびぐくる」

TOSHIHIKO TAHARA
DOUBLE'T'TOUR 2022
Romanticist

栞　ファンミーティングvol.3

夢スター「春・秋」

イエス『危機』50周年記念ジャパンツアー

流れ星☆　単独ライブ2022ツアー

スガ シカオ　25周年ツアー
大感謝祭2022

ゆかりバレエ公演2022

劇団四季ファミリーミュージカル
「人間になりたがった猫」

サンドウィッチマン ライブツアー2022

箏曲宮城会東海支部演奏会

トム・プロジェクト『風を打つ』
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(日)
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(月・祝)
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(日)
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(水)

吉本興業株式会社
052-252-7250

JAIL HOUSE　
052-936-6041

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

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

with栞
090-6464-5551

株式会社夢グループ
0570-666-443

CBCテレビ事業部
052-241-8118

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

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

ゆかりバレエ
(問)
ゆかりバレエ　TEL052-503-1446
（株）OFFICEリラン　TEL052-733-8809

中日新聞社／劇団四季
（問）劇団四季　名古屋オフィス
0570-008-110
（9:30～18:00）

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

箏曲宮城会東海支部
090-4841-4976

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

全席指定:4,000円

全席指定
前売り:6,000円　

全席指定
一般:6,800円
小・中学生:2,000円

全席指定:8,500円

3,000円

SS席:6,800円
プレミアムチケット:8,000円

全席指定:12,000円

全席指定
大人:4,200円
学生(小学生～大学生）:2,800円
親子（大人+学生）:6,200円

指定席:8,000円

全自由席:3,000円

全指定席
Ｓ席（大人）:5,500円 
Ｓ席（子ども）:3,300円 ※小学生以下 
Ａ席（大人）:3,300円 
Ａ席（子ども）:2,200円 ※小学生以下
年齢制限
・３歳以上有料
・２歳以下の着席鑑賞は有料

全席指定:6,300円

全自由席:3,000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

19:00～20:30

19:00～21:00

16:00～未定

17:00～未定

18:30～未定

18:00～20:30

19:00～21:00

 15:00 ～未定

19:00～未定

18:00～20:30

18:30～20:35

13:30～15:35

15:00～未定

13:00～16:00

19:00～21:05

13:30～15:35

HIRAHARA AYAKA “The LIVE 2022”

坂本冬美コンサート2022

ディズニー・アカペラ・コンサート「ディカペラ」

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー
落合博満講演会2022
オレ流野球の真実、決断と采配、
本物のリーダーとは

マキシマム ザ ホルモン　
～うる静やつらスピンオフ企画～
叫ぶペットボトルの唸る会

ヒクメット生誕120周年記念
ファジル・サイ　ナーズムオラトリオ

Hiromi Go 50th Anniversary 
Celebration Tour 2022
～Keep Singing～

第2回こども名曲コンサート
〈オーケストラが奏でる絵〉

しまじろうコンサート
しまじろうとうみのだいぼうけん

ザ・ゴザード・シスターズ　美しき三姉妹
～ケルティック・ミュージック＆ダンス

石川さゆりコンサート2022
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東海ラジオ放送事業部
（問）サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

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

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

webevent@55mth.com

「ナーズム・オラトリオ」実行委員会
（問）公演事務局（090）4117-4155

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

（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）

株式会社ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客様窓口
0120-988-883

MIN-ON中部センター
052-951-5391

鵜飼興業
052-221-1166
（平日10時～18時)

全席指定:7,500円

全席指定:7,500円

全席指定
VIP席:14,800円
S席:9,800円
A席:7,800円
B席:5,800円

全席指定:5,500円

シングル指定:4,500円
ペアチケット指定:9,000円

全席指定
S席:5,000円
A席:4,000円
B席:3,000円

全席指定:10,000円

指定席
1,2階席:3,500円
3,4階席:2,500円
5歳以上25歳以下は全席一律
1,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円
前列プレミアム席:5,500円

全席指定:5,900円

全席指定
SS席:9,500円　
S席:8,000円

17:00～未定

①12:00～14:00
②16:00～18:00

18:30～未定

14:00～未定

19:00～未定

18:45～21:00

18:00～未定

14:00～16:00

①15:30～16:45
②18:30～19:50

①11:00～12:15
②14:00～15:15
③17:00～18:20
①11:00～12:15
②13:40～14:55
③16:20～17:40

15:00～17:00

14:30～16:30


