
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

11
2022

VOL.079

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: 

桶
井

　自分が仕事を始めた時に、愛知県で一番大きな劇場
は、ここ市民会館でした。新人の頃、海外のオペラ公演
の現地大道具で大ホールに来たのですが、大型トラック
が市民会館を取り囲んでいました。荷台から道具を降ろ
しても降ろしても、次の大型トラックがまたやってくる。
その道具を余裕で入れる大ホール。舞台が広いですね。
天井、スノコまでも高い高い。でも重たい道具は人力で
持ち上げたりしないといけないですからね。くたくたに
なったのかな。その後、劇場職員として色んな劇場へ行
きました。後に、大きな劇場としては、国際会議場や愛知
県芸術劇場が建てられ、どちらも劇場職員として関わり
ましたが、今、新人の頃に見た、市民会館の劇場職員とし

て関わっていることに
驚きを感じます。

Writer  山下

出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻
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地
﹈

数年も前から2022年11月は海外ひとり旅へ行くぞ！と心に
決めていたのですが、まだまだこんな世の中。気軽に行けるわ
けもなく、国内でのんびりすることにしています。2019年12
月に世界で最初の感染者が報告された新型コロナウイルス。
誰もが、まさかここまで長期戦になるとは考えもしていな
かったのではないかと思います。他にも国際情勢等、まだまだ
先行き不透明ですが、明るい未来を想像しながら、今を楽しみ
たいです。

　世界の猛者たちが東京競馬場に集い、熾烈な
攻め合いが繰り広げられる「ジャパンカップ」。
　日本を代表するのはオグリキャップとタマモク
ロス。ゲートが開き、海外勢の実力に翻弄されな
がらも、ウマ娘たちは上位を狙う。タマモクロス
が大外から先頭に立ったが、ここでまさかの人気
薄のオベイユアマスターが追い上げ、先団へと
加速する。周りのウマ娘も驚きを隠せないまま、
タマモクロスを追い抜き先頭に立つオベイユア
マスター。食らいつくタマモクロスや後方から追
い上げるオグリキャップも限界を迎え、さらに加
速し、ゴール板を駆け抜けるオベイユアマスター

のセリフです。
　どんなに人気がなくても、例えな
んと言われようと、主役（1着）を勝
ち取る執念で走り切る姿が見もの
だ。

　鎌倉時代に誕生した琵琶の伴奏で「平家物語」
の詞章を弾き語りする語物(かたりもの)の一種。江
戸時代には幕府の保護を受けていました。尾張藩
では初代藩主徳川義直が嗜み、歴代の藩主にも好
まれていたそうです。
　9代藩主宗睦に招かれて名古屋に移住した荻野
検校は、伝承の乱れを正すため「平家正節(まぶ
し)」という譜本(テキスト)を編纂しました。その結
果、武士・文人に平曲を学ぶものが続出し、荻野検
校自身は千人を超える門弟を抱えたと言われてい
ます。
　明治以降に演奏機会や演奏者が激減し、現在で
は聴くことのできる機会が希少ですが、じんわり染
み渡るような語り口をぜひ味わってみてください。

今日は音楽プラザで、コーラス練習♪
リハーサル室や合奏場内にある譜面台を、無料で
使っています。
いつもきれいに並んでいて、折りたたんだり組み立
てたりする必要がないから使いやすい‼
音楽の練習をするための設備が整っている環境で、
楽しく合唱ができたいい休日だったなぁ。

The master of
this race
 ・・・is ME!

The master of
this race
 ・・・is ME!

（このレースの主役は・・・私だ！）（このレースの主役は・・・私だ！）

＃名古屋市音楽プラザ ＃譜面台　＃リハーサル室
＃合奏場　＃無料備品　＃コーラス練習　＃いい休日
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

平曲（平家）

●応募者の中から180組程度を上限に選出の上、前日の予選会にご出
場いただきます。当選の方には予選会の案内を、落選の方には落選
通知を2023年1月10日（火）頃発送します。

●中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が対象です。※中学生
は予選会・本選ともに保護者の同伴が必要です。必ず保護者の氏名
と電話番号も入力または記入してください。

●応募は1人（1組）1件に限ります（「WEB」と「郵便往復はがき」の両方
で申し込みされても、1件として扱います。

●グループの場合は全員の名前（ふりがな）と年齢、性別、職業を明記
のうえ、代表者がお申込みください。※グループでご参加の方は、ス
テージで歌唱の際、一定の距離をとっていただくこととします。その
ため、１組の人数は４人を上限とさせていただきます。

●応募後の曲目・出場者の変更はできません。

●応募者多数の場合は、抽選の上、当選の方には希望人
数（最大２名まで）でご入場いただける入場整理券を
2023年1月10日（火）頃発送します。なお、お客様同士
の間隔をとった座席を入場整理券で事前に指定させて
いただく場合があります。

●満１歳以上の方から入場整理券が必要です。
●インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りし
ます。転売を目的とした申し込みであると判明した場合
は、抽選の対象外とします。また、売買が確認された場
合は入場をお断りします。

●インターネット売買サイト等での入場整理券の偽造や架
空出品に伴うトラブルが発生しております。くれぐれも
ご注意ください。

●入力・記入内容に不備があった場合は、無効となります
のでご注意ください。

●ご応募の際にいただいた情報は、番組の制作や選出結
果、抽選結果のご連絡のほか、NHKでの放送・イベン
ト・配信事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また
受信契約者情報との照合、受信料のお支払いのお願い
に使用させていただくことがあります。

●「郵便往復はがき」でお申し込みの方は摩擦熱で色が消
えるボールペンの使用はご遠慮ください。

●新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により
公演を中止する場合があります。その場合、他の公演
への振替はございませんので何卒ご理解のほど宜しく
お願い申し上げます。

日本特殊陶業市民会館開館50周年
「ＮＨＫのど自慢」出場者・観覧者募集

開 催 概 要

2023年1月29日（日） 午前11時50分開演 （午前11時15分開場／午後1時15分終演（予定））
【予選会 2023年1月28日（土） 正午開会／同日午後5時30分頃結果発表（予定）】
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
予選を通過した18組程度のみなさん　〈ゲスト〉石川さゆり、クリス・ハート　〈司会〉小田切千アナウンサー
名古屋市、ＮＨＫ名古屋放送局　共催：共立・名古屋共立共同事業体（日本特殊陶業市民会館指定管理者）

ＮＨＫサイトの専用申込フォームからお申し込みください。
https://www.nhk.or.jp/nagoya/
【締め切り】11月30日（水）午後11時59分

※日時や出演者などは変更になる可能性があります

出場申込注意事項 観覧申込注意事項 共通注意事項

問合せ先 NHKエンタープライズ中部　電話052-972-7381（平日午前10時～午後6時）／12月29日（木）～１月３日（火）を除く
NHK名古屋放送局 　　　 ホームページ　https://www.nhk.or.jp/nagoya

開催日時

会　　場
出 演  者
主　　催

申 込 方 法

注 意 事 項

出場応募

❶「WEB（PC・スマホ）」で申込

「郵便往復はがき（私製を除く）」で
申込❶または❷のいずれかの方法でお申し込みください。 ※WEBの応募はありません。

❷「郵便往復はがき（私製を除く）」で申込

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］〒461-8725
記入不要

この面に、
選出結果を印刷して
発送します。

申込者の
①郵便番号  ②住所
③名前（ふりがな）
④年齢  ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業

⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由を詳しく

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
（最大２名まで）

観覧応募

「
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記入不要

この面に、
抽選結果を印刷して
発送します。

【締め切り】12月14日（水）必着

【締め切り】11月30日（水）必着

具体的に記入。中・高・
大学生は学年、部活動
なども記入
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※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: 

桶
井

　自分が仕事を始めた時に、愛知県で一番大きな劇場
は、ここ市民会館でした。新人の頃、海外のオペラ公演
の現地大道具で大ホールに来たのですが、大型トラック
が市民会館を取り囲んでいました。荷台から道具を降ろ
しても降ろしても、次の大型トラックがまたやってくる。
その道具を余裕で入れる大ホール。舞台が広いですね。
天井、スノコまでも高い高い。でも重たい道具は人力で
持ち上げたりしないといけないですからね。くたくたに
なったのかな。その後、劇場職員として色んな劇場へ行
きました。後に、大きな劇場としては、国際会議場や愛知
県芸術劇場が建てられ、どちらも劇場職員として関わり
ましたが、今、新人の頃に見た、市民会館の劇場職員とし

て関わっていることに
驚きを感じます。

Writer  山下

出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

数年も前から2022年11月は海外ひとり旅へ行くぞ！と心に
決めていたのですが、まだまだこんな世の中。気軽に行けるわ
けもなく、国内でのんびりすることにしています。2019年12
月に世界で最初の感染者が報告された新型コロナウイルス。
誰もが、まさかここまで長期戦になるとは考えもしていな
かったのではないかと思います。他にも国際情勢等、まだまだ
先行き不透明ですが、明るい未来を想像しながら、今を楽しみ
たいです。

　世界の猛者たちが東京競馬場に集い、熾烈な
攻め合いが繰り広げられる「ジャパンカップ」。
　日本を代表するのはオグリキャップとタマモク
ロス。ゲートが開き、海外勢の実力に翻弄されな
がらも、ウマ娘たちは上位を狙う。タマモクロス
が大外から先頭に立ったが、ここでまさかの人気
薄のオベイユアマスターが追い上げ、先団へと
加速する。周りのウマ娘も驚きを隠せないまま、
タマモクロスを追い抜き先頭に立つオベイユア
マスター。食らいつくタマモクロスや後方から追
い上げるオグリキャップも限界を迎え、さらに加
速し、ゴール板を駆け抜けるオベイユアマスター

のセリフです。
　どんなに人気がなくても、例えな
んと言われようと、主役（1着）を勝
ち取る執念で走り切る姿が見もの
だ。

　鎌倉時代に誕生した琵琶の伴奏で「平家物語」
の詞章を弾き語りする語物(かたりもの)の一種。江
戸時代には幕府の保護を受けていました。尾張藩
では初代藩主徳川義直が嗜み、歴代の藩主にも好
まれていたそうです。
　9代藩主宗睦に招かれて名古屋に移住した荻野
検校は、伝承の乱れを正すため「平家正節(まぶ
し)」という譜本(テキスト)を編纂しました。その結
果、武士・文人に平曲を学ぶものが続出し、荻野検
校自身は千人を超える門弟を抱えたと言われてい
ます。
　明治以降に演奏機会や演奏者が激減し、現在で
は聴くことのできる機会が希少ですが、じんわり染
み渡るような語り口をぜひ味わってみてください。

今日は音楽プラザで、コーラス練習♪
リハーサル室や合奏場内にある譜面台を、無料で
使っています。
いつもきれいに並んでいて、折りたたんだり組み立
てたりする必要がないから使いやすい‼
音楽の練習をするための設備が整っている環境で、
楽しく合唱ができたいい休日だったなぁ。

The master of
this race
 ・・・is ME!

The master of
this race
 ・・・is ME!

（このレースの主役は・・・私だ！）（このレースの主役は・・・私だ！）

＃名古屋市音楽プラザ ＃譜面台　＃リハーサル室
＃合奏場　＃無料備品　＃コーラス練習　＃いい休日
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

平曲（平家）

●応募者の中から180組程度を上限に選出の上、前日の予選会にご出
場いただきます。当選の方には予選会の案内を、落選の方には落選
通知を2023年1月10日（火）頃発送します。

●中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が対象です。※中学生
は予選会・本選ともに保護者の同伴が必要です。必ず保護者の氏名
と電話番号も入力または記入してください。

●応募は1人（1組）1件に限ります（「WEB」と「郵便往復はがき」の両方
で申し込みされても、1件として扱います。

●グループの場合は全員の名前（ふりがな）と年齢、性別、職業を明記
のうえ、代表者がお申込みください。※グループでご参加の方は、ス
テージで歌唱の際、一定の距離をとっていただくこととします。その
ため、１組の人数は４人を上限とさせていただきます。

●応募後の曲目・出場者の変更はできません。

●応募者多数の場合は、抽選の上、当選の方には希望人
数（最大２名まで）でご入場いただける入場整理券を
2023年1月10日（火）頃発送します。なお、お客様同士
の間隔をとった座席を入場整理券で事前に指定させて
いただく場合があります。

●満１歳以上の方から入場整理券が必要です。
●インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りし
ます。転売を目的とした申し込みであると判明した場合
は、抽選の対象外とします。また、売買が確認された場
合は入場をお断りします。

●インターネット売買サイト等での入場整理券の偽造や架
空出品に伴うトラブルが発生しております。くれぐれも
ご注意ください。

●入力・記入内容に不備があった場合は、無効となります
のでご注意ください。

●ご応募の際にいただいた情報は、番組の制作や選出結
果、抽選結果のご連絡のほか、NHKでの放送・イベン
ト・配信事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また
受信契約者情報との照合、受信料のお支払いのお願い
に使用させていただくことがあります。

●「郵便往復はがき」でお申し込みの方は摩擦熱で色が消
えるボールペンの使用はご遠慮ください。

●新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により
公演を中止する場合があります。その場合、他の公演
への振替はございませんので何卒ご理解のほど宜しく
お願い申し上げます。

日本特殊陶業市民会館開館50周年
「ＮＨＫのど自慢」出場者・観覧者募集

開 催 概 要

2023年1月29日（日） 午前11時50分開演 （午前11時15分開場／午後1時15分終演（予定））
【予選会 2023年1月28日（土） 正午開会／同日午後5時30分頃結果発表（予定）】
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
予選を通過した18組程度のみなさん　〈ゲスト〉石川さゆり、クリス・ハート　〈司会〉小田切千アナウンサー
名古屋市、ＮＨＫ名古屋放送局　共催：共立・名古屋共立共同事業体（日本特殊陶業市民会館指定管理者）

ＮＨＫサイトの専用申込フォームからお申し込みください。
https://www.nhk.or.jp/nagoya/
【締め切り】11月30日（水）午後11時59分

※日時や出演者などは変更になる可能性があります

出場申込注意事項 観覧申込注意事項 共通注意事項

問合せ先 NHKエンタープライズ中部　電話052-972-7381（平日午前10時～午後6時）／12月29日（木）～１月３日（火）を除く
NHK名古屋放送局 　　　 ホームページ　https://www.nhk.or.jp/nagoya

開催日時

会　　場
出 演  者
主　　催

申 込 方 法

注 意 事 項

出場応募

❶「WEB（PC・スマホ）」で申込

「郵便往復はがき（私製を除く）」で
申込❶または❷のいずれかの方法でお申し込みください。 ※WEBの応募はありません。

❷「郵便往復はがき（私製を除く）」で申込

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］〒461-8725
記入不要

この面に、
選出結果を印刷して
発送します。

申込者の
①郵便番号  ②住所
③名前（ふりがな）
④年齢  ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業

⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由を詳しく

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
（最大２名まで）

観覧応募

「
N
H
K
の
ど
自
慢

（
名
古
屋
市
）」

　
　
　
出
場
係

N
H
K

名
古
屋
放
送
局

〒461-8725「
N
H
K
の
ど
自
慢

（
名
古
屋
市
）」

　
　
　
観
覧
係

N
H
K

名
古
屋
放
送
局

記入不要

この面に、
抽選結果を印刷して
発送します。

【締め切り】12月14日（水）必着

【締め切り】11月30日（水）必着

具体的に記入。中・高・
大学生は学年、部活動
なども記入
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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

◀
詳
し
く
は
裏
面
をC

H
EC
K
!!

有効期限/2022年11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
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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: 

桶
井

　自分が仕事を始めた時に、愛知県で一番大きな劇場
は、ここ市民会館でした。新人の頃、海外のオペラ公演
の現地大道具で大ホールに来たのですが、大型トラック
が市民会館を取り囲んでいました。荷台から道具を降ろ
しても降ろしても、次の大型トラックがまたやってくる。
その道具を余裕で入れる大ホール。舞台が広いですね。
天井、スノコまでも高い高い。でも重たい道具は人力で
持ち上げたりしないといけないですからね。くたくたに
なったのかな。その後、劇場職員として色んな劇場へ行
きました。後に、大きな劇場としては、国際会議場や愛知
県芸術劇場が建てられ、どちらも劇場職員として関わり
ましたが、今、新人の頃に見た、市民会館の劇場職員とし

て関わっていることに
驚きを感じます。

Writer  山下

出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻

﹇
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数年も前から2022年11月は海外ひとり旅へ行くぞ！と心に
決めていたのですが、まだまだこんな世の中。気軽に行けるわ
けもなく、国内でのんびりすることにしています。2019年12
月に世界で最初の感染者が報告された新型コロナウイルス。
誰もが、まさかここまで長期戦になるとは考えもしていな
かったのではないかと思います。他にも国際情勢等、まだまだ
先行き不透明ですが、明るい未来を想像しながら、今を楽しみ
たいです。

　世界の猛者たちが東京競馬場に集い、熾烈な
攻め合いが繰り広げられる「ジャパンカップ」。
　日本を代表するのはオグリキャップとタマモク
ロス。ゲートが開き、海外勢の実力に翻弄されな
がらも、ウマ娘たちは上位を狙う。タマモクロス
が大外から先頭に立ったが、ここでまさかの人気
薄のオベイユアマスターが追い上げ、先団へと
加速する。周りのウマ娘も驚きを隠せないまま、
タマモクロスを追い抜き先頭に立つオベイユア
マスター。食らいつくタマモクロスや後方から追
い上げるオグリキャップも限界を迎え、さらに加
速し、ゴール板を駆け抜けるオベイユアマスター

のセリフです。
　どんなに人気がなくても、例えな
んと言われようと、主役（1着）を勝
ち取る執念で走り切る姿が見もの
だ。

　鎌倉時代に誕生した琵琶の伴奏で「平家物語」
の詞章を弾き語りする語物(かたりもの)の一種。江
戸時代には幕府の保護を受けていました。尾張藩
では初代藩主徳川義直が嗜み、歴代の藩主にも好
まれていたそうです。
　9代藩主宗睦に招かれて名古屋に移住した荻野
検校は、伝承の乱れを正すため「平家正節(まぶ
し)」という譜本(テキスト)を編纂しました。その結
果、武士・文人に平曲を学ぶものが続出し、荻野検
校自身は千人を超える門弟を抱えたと言われてい
ます。
　明治以降に演奏機会や演奏者が激減し、現在で
は聴くことのできる機会が希少ですが、じんわり染
み渡るような語り口をぜひ味わってみてください。

今日は音楽プラザで、コーラス練習♪
リハーサル室や合奏場内にある譜面台を、無料で
使っています。
いつもきれいに並んでいて、折りたたんだり組み立
てたりする必要がないから使いやすい‼
音楽の練習をするための設備が整っている環境で、
楽しく合唱ができたいい休日だったなぁ。

The master of
this race
 ・・・is ME!

The master of
this race
 ・・・is ME!

（このレースの主役は・・・私だ！）（このレースの主役は・・・私だ！）

＃名古屋市音楽プラザ ＃譜面台　＃リハーサル室
＃合奏場　＃無料備品　＃コーラス練習　＃いい休日
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

平曲（平家）

●応募者の中から180組程度を上限に選出の上、前日の予選会にご出
場いただきます。当選の方には予選会の案内を、落選の方には落選
通知を2023年1月10日（火）頃発送します。

●中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が対象です。※中学生
は予選会・本選ともに保護者の同伴が必要です。必ず保護者の氏名
と電話番号も入力または記入してください。

●応募は1人（1組）1件に限ります（「WEB」と「郵便往復はがき」の両方
で申し込みされても、1件として扱います。

●グループの場合は全員の名前（ふりがな）と年齢、性別、職業を明記
のうえ、代表者がお申込みください。※グループでご参加の方は、ス
テージで歌唱の際、一定の距離をとっていただくこととします。その
ため、１組の人数は４人を上限とさせていただきます。

●応募後の曲目・出場者の変更はできません。

●応募者多数の場合は、抽選の上、当選の方には希望人
数（最大２名まで）でご入場いただける入場整理券を
2023年1月10日（火）頃発送します。なお、お客様同士
の間隔をとった座席を入場整理券で事前に指定させて
いただく場合があります。

●満１歳以上の方から入場整理券が必要です。
●インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りし
ます。転売を目的とした申し込みであると判明した場合
は、抽選の対象外とします。また、売買が確認された場
合は入場をお断りします。

●インターネット売買サイト等での入場整理券の偽造や架
空出品に伴うトラブルが発生しております。くれぐれも
ご注意ください。

●入力・記入内容に不備があった場合は、無効となります
のでご注意ください。

●ご応募の際にいただいた情報は、番組の制作や選出結
果、抽選結果のご連絡のほか、NHKでの放送・イベン
ト・配信事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また
受信契約者情報との照合、受信料のお支払いのお願い
に使用させていただくことがあります。

●「郵便往復はがき」でお申し込みの方は摩擦熱で色が消
えるボールペンの使用はご遠慮ください。

●新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により
公演を中止する場合があります。その場合、他の公演
への振替はございませんので何卒ご理解のほど宜しく
お願い申し上げます。

日本特殊陶業市民会館開館50周年
「ＮＨＫのど自慢」出場者・観覧者募集

開 催 概 要

2023年1月29日（日） 午前11時50分開演 （午前11時15分開場／午後1時15分終演（予定））
【予選会 2023年1月28日（土） 正午開会／同日午後5時30分頃結果発表（予定）】
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
予選を通過した18組程度のみなさん　〈ゲスト〉石川さゆり、クリス・ハート　〈司会〉小田切千アナウンサー
名古屋市、ＮＨＫ名古屋放送局　共催：共立・名古屋共立共同事業体（日本特殊陶業市民会館指定管理者）

ＮＨＫサイトの専用申込フォームからお申し込みください。
https://www.nhk.or.jp/nagoya/
【締め切り】11月30日（水）午後11時59分

※日時や出演者などは変更になる可能性があります

出場申込注意事項 観覧申込注意事項 共通注意事項

問合せ先 NHKエンタープライズ中部　電話052-972-7381（平日午前10時～午後6時）／12月29日（木）～１月３日（火）を除く
NHK名古屋放送局 　　　 ホームページ　https://www.nhk.or.jp/nagoya

開催日時

会　　場
出 演  者
主　　催

申 込 方 法

注 意 事 項

出場応募

❶「WEB（PC・スマホ）」で申込

「郵便往復はがき（私製を除く）」で
申込❶または❷のいずれかの方法でお申し込みください。 ※WEBの応募はありません。

❷「郵便往復はがき（私製を除く）」で申込

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］〒461-8725
記入不要

この面に、
選出結果を印刷して
発送します。

申込者の
①郵便番号  ②住所
③名前（ふりがな）
④年齢  ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業

⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由を詳しく

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
（最大２名まで）

観覧応募
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記入不要

この面に、
抽選結果を印刷して
発送します。

【締め切り】12月14日（水）必着

【締め切り】11月30日（水）必着

具体的に記入。中・高・
大学生は学年、部活動
なども記入
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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
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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
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では初代藩主徳川義直が嗜み、歴代の藩主にも好
まれていたそうです。
　9代藩主宗睦に招かれて名古屋に移住した荻野
検校は、伝承の乱れを正すため「平家正節(まぶ
し)」という譜本(テキスト)を編纂しました。その結
果、武士・文人に平曲を学ぶものが続出し、荻野検
校自身は千人を超える門弟を抱えたと言われてい
ます。
　明治以降に演奏機会や演奏者が激減し、現在で
は聴くことのできる機会が希少ですが、じんわり染
み渡るような語り口をぜひ味わってみてください。

今日は音楽プラザで、コーラス練習♪
リハーサル室や合奏場内にある譜面台を、無料で
使っています。
いつもきれいに並んでいて、折りたたんだり組み立
てたりする必要がないから使いやすい‼
音楽の練習をするための設備が整っている環境で、
楽しく合唱ができたいい休日だったなぁ。

The master of
this race
 ・・・is ME!

The master of
this race
 ・・・is ME!

（このレースの主役は・・・私だ！）（このレースの主役は・・・私だ！）

＃名古屋市音楽プラザ ＃譜面台　＃リハーサル室
＃合奏場　＃無料備品　＃コーラス練習　＃いい休日
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

平曲（平家）

●応募者の中から180組程度を上限に選出の上、前日の予選会にご出
場いただきます。当選の方には予選会の案内を、落選の方には落選
通知を2023年1月10日（火）頃発送します。

●中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が対象です。※中学生
は予選会・本選ともに保護者の同伴が必要です。必ず保護者の氏名
と電話番号も入力または記入してください。

●応募は1人（1組）1件に限ります（「WEB」と「郵便往復はがき」の両方
で申し込みされても、1件として扱います。

●グループの場合は全員の名前（ふりがな）と年齢、性別、職業を明記
のうえ、代表者がお申込みください。※グループでご参加の方は、ス
テージで歌唱の際、一定の距離をとっていただくこととします。その
ため、１組の人数は４人を上限とさせていただきます。

●応募後の曲目・出場者の変更はできません。

●応募者多数の場合は、抽選の上、当選の方には希望人
数（最大２名まで）でご入場いただける入場整理券を
2023年1月10日（火）頃発送します。なお、お客様同士
の間隔をとった座席を入場整理券で事前に指定させて
いただく場合があります。

●満１歳以上の方から入場整理券が必要です。
●インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りし
ます。転売を目的とした申し込みであると判明した場合
は、抽選の対象外とします。また、売買が確認された場
合は入場をお断りします。

●インターネット売買サイト等での入場整理券の偽造や架
空出品に伴うトラブルが発生しております。くれぐれも
ご注意ください。

●入力・記入内容に不備があった場合は、無効となります
のでご注意ください。

●ご応募の際にいただいた情報は、番組の制作や選出結
果、抽選結果のご連絡のほか、NHKでの放送・イベン
ト・配信事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また
受信契約者情報との照合、受信料のお支払いのお願い
に使用させていただくことがあります。

●「郵便往復はがき」でお申し込みの方は摩擦熱で色が消
えるボールペンの使用はご遠慮ください。

●新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により
公演を中止する場合があります。その場合、他の公演
への振替はございませんので何卒ご理解のほど宜しく
お願い申し上げます。

日本特殊陶業市民会館開館50周年
「ＮＨＫのど自慢」出場者・観覧者募集

開 催 概 要

2023年1月29日（日） 午前11時50分開演 （午前11時15分開場／午後1時15分終演（予定））
【予選会 2023年1月28日（土） 正午開会／同日午後5時30分頃結果発表（予定）】
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
予選を通過した18組程度のみなさん　〈ゲスト〉石川さゆり、クリス・ハート　〈司会〉小田切千アナウンサー
名古屋市、ＮＨＫ名古屋放送局　共催：共立・名古屋共立共同事業体（日本特殊陶業市民会館指定管理者）

ＮＨＫサイトの専用申込フォームからお申し込みください。
https://www.nhk.or.jp/nagoya/
【締め切り】11月30日（水）午後11時59分

※日時や出演者などは変更になる可能性があります

出場申込注意事項 観覧申込注意事項 共通注意事項

問合せ先 NHKエンタープライズ中部　電話052-972-7381（平日午前10時～午後6時）／12月29日（木）～１月３日（火）を除く
NHK名古屋放送局 　　　 ホームページ　https://www.nhk.or.jp/nagoya

開催日時

会　　場
出 演  者
主　　催

申 込 方 法

注 意 事 項

出場応募

❶「WEB（PC・スマホ）」で申込

「郵便往復はがき（私製を除く）」で
申込❶または❷のいずれかの方法でお申し込みください。 ※WEBの応募はありません。

❷「郵便往復はがき（私製を除く）」で申込

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］〒461-8725
記入不要

この面に、
選出結果を印刷して
発送します。

申込者の
①郵便番号  ②住所
③名前（ふりがな）
④年齢  ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業

⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由を詳しく

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
（最大２名まで）

観覧応募

「
N
H
K
の
ど
自
慢

（
名
古
屋
市
）」

　
　
　
出
場
係

N
H
K

名
古
屋
放
送
局

〒461-8725「
N
H
K
の
ど
自
慢

（
名
古
屋
市
）」

　
　
　
観
覧
係

N
H
K

名
古
屋
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送
局

記入不要

この面に、
抽選結果を印刷して
発送します。

【締め切り】12月14日（水）必着

【締め切り】11月30日（水）必着

具体的に記入。中・高・
大学生は学年、部活動
なども記入

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

11EVENTGUIDE 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。11月の催事案内 2022.

10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。

10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

11月1日(火) 11月1日(火)

◆点検日 11月7日（月）・21日（月） ◆点検日 11月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 2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 ▶ 2023年（令和5年） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 12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

《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

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

11月6日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.2　サックスが奏でるフランスの風
※要事前申込

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

第506回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
マーラー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時11月4日（金）18：45開演／5日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕　　ソプラノ：安井陽子　　メゾ・ソプラノ：福原寿美枝
合唱：グリーン・エコー，名古屋コール・ハーモニア
・マーラー：交響曲第2番ハ短調『復活』

▶出演者

▶プログラム

OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-

第69回　内田流　舞踊会

ナイツ独演会 それだけでもウキウキします

wacci Hall Tour 2022 -Boost!-

『FORMULA』
森山未來×中野信子×エラ・ホチルド
名古屋公演

100キャラ目前！ファン感謝の全国ライブツアー
ロバート秋山presentｓ
クリエイターズ・ファイルＥＸＰＯ
～あのトップクリエイターたちが今、ここに集結！～

琴伝流大正琴　弦洲会　第38回　中央大会

名演11月例会
俳優座劇場「音楽劇人形の家」

RYO TAMAKI LIVE TOUR 2022
～Freely～

s**t kingz『HELLO ROOMIES!!!』

CRAZY KEN BAND TOUR
樹影　2022-2023
Presented by TATSUYA BUSSAN

ミュージカル「ジャージーボーイズ」

栄光学園　幼稚園まつり
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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

日本舞踊　内田流　
052-853-0246

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

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

サンライズプロモーション東京
 0570-00-3337
(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定

17:30～未定

19:00～未定

14:00～未定

18:00～20:30

10:00～16:30

18:30～21:10

13:30～16:10

①15:00～未定
②18:30～未定

18:00～未定

①12:00～未定
②17:00～未定

12:00～未定

18:30～未定

17:00～未定

13:00～未定

9:30～11:00
10:00～11:00

宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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阪急電鉄㈱
宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

FM AICHI
(問)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)

名古屋市民コーラス
090-9939-3234(山田)

連合愛知シルバー倶楽部
052-684-0005

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

S席:8,300円
A席:5,500円
B席:3,000円

全席指定:8,000円

全席指定　S席:5,000円
　　　　　A席:4,000円
　　　　　B席:3,000円

（4F）C席:2,000円

関係者のみ

全席指定:3,300円
　※3歳以上有料。
　　2歳以下は保護者1名につき
　　1名ひざ上鑑賞可。
　　席が必要なお子様は有料。

S席:6,200円
A席:5,700円

SS席:12,000円
S席:8,500円
ちびっこファミリー席:8,500円

全席指定:5,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円

15:00～未定

①12:00～未定
②16:30～未定

①11:00～未定
②15:30～未定

17:00～未定

16:00～18:00

13:00～16:15

①11:45～未定
②14:45～未定

15:00～17:00

18:00～未定

18:30～20:30

①14:30～15:45
②17:10～18:30

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
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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

◀
詳
し
く
は
裏
面
をC

H
EC
K
!!

有効期限/2022年11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
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19

19

大
津
通

伏
見
通

古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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: 

桶
井

　自分が仕事を始めた時に、愛知県で一番大きな劇場
は、ここ市民会館でした。新人の頃、海外のオペラ公演
の現地大道具で大ホールに来たのですが、大型トラック
が市民会館を取り囲んでいました。荷台から道具を降ろ
しても降ろしても、次の大型トラックがまたやってくる。
その道具を余裕で入れる大ホール。舞台が広いですね。
天井、スノコまでも高い高い。でも重たい道具は人力で
持ち上げたりしないといけないですからね。くたくたに
なったのかな。その後、劇場職員として色んな劇場へ行
きました。後に、大きな劇場としては、国際会議場や愛知
県芸術劇場が建てられ、どちらも劇場職員として関わり
ましたが、今、新人の頃に見た、市民会館の劇場職員とし

て関わっていることに
驚きを感じます。

Writer  山下

出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

数年も前から2022年11月は海外ひとり旅へ行くぞ！と心に
決めていたのですが、まだまだこんな世の中。気軽に行けるわ
けもなく、国内でのんびりすることにしています。2019年12
月に世界で最初の感染者が報告された新型コロナウイルス。
誰もが、まさかここまで長期戦になるとは考えもしていな
かったのではないかと思います。他にも国際情勢等、まだまだ
先行き不透明ですが、明るい未来を想像しながら、今を楽しみ
たいです。

　世界の猛者たちが東京競馬場に集い、熾烈な
攻め合いが繰り広げられる「ジャパンカップ」。
　日本を代表するのはオグリキャップとタマモク
ロス。ゲートが開き、海外勢の実力に翻弄されな
がらも、ウマ娘たちは上位を狙う。タマモクロス
が大外から先頭に立ったが、ここでまさかの人気
薄のオベイユアマスターが追い上げ、先団へと
加速する。周りのウマ娘も驚きを隠せないまま、
タマモクロスを追い抜き先頭に立つオベイユア
マスター。食らいつくタマモクロスや後方から追
い上げるオグリキャップも限界を迎え、さらに加
速し、ゴール板を駆け抜けるオベイユアマスター

のセリフです。
　どんなに人気がなくても、例えな
んと言われようと、主役（1着）を勝
ち取る執念で走り切る姿が見もの
だ。

　鎌倉時代に誕生した琵琶の伴奏で「平家物語」
の詞章を弾き語りする語物(かたりもの)の一種。江
戸時代には幕府の保護を受けていました。尾張藩
では初代藩主徳川義直が嗜み、歴代の藩主にも好
まれていたそうです。
　9代藩主宗睦に招かれて名古屋に移住した荻野
検校は、伝承の乱れを正すため「平家正節(まぶ
し)」という譜本(テキスト)を編纂しました。その結
果、武士・文人に平曲を学ぶものが続出し、荻野検
校自身は千人を超える門弟を抱えたと言われてい
ます。
　明治以降に演奏機会や演奏者が激減し、現在で
は聴くことのできる機会が希少ですが、じんわり染
み渡るような語り口をぜひ味わってみてください。

今日は音楽プラザで、コーラス練習♪
リハーサル室や合奏場内にある譜面台を、無料で
使っています。
いつもきれいに並んでいて、折りたたんだり組み立
てたりする必要がないから使いやすい‼
音楽の練習をするための設備が整っている環境で、
楽しく合唱ができたいい休日だったなぁ。

The master of
this race
 ・・・is ME!

The master of
this race
 ・・・is ME!

（このレースの主役は・・・私だ！）（このレースの主役は・・・私だ！）

＃名古屋市音楽プラザ ＃譜面台　＃リハーサル室
＃合奏場　＃無料備品　＃コーラス練習　＃いい休日
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

平曲（平家）

●応募者の中から180組程度を上限に選出の上、前日の予選会にご出
場いただきます。当選の方には予選会の案内を、落選の方には落選
通知を2023年1月10日（火）頃発送します。

●中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が対象です。※中学生
は予選会・本選ともに保護者の同伴が必要です。必ず保護者の氏名
と電話番号も入力または記入してください。

●応募は1人（1組）1件に限ります（「WEB」と「郵便往復はがき」の両方
で申し込みされても、1件として扱います。

●グループの場合は全員の名前（ふりがな）と年齢、性別、職業を明記
のうえ、代表者がお申込みください。※グループでご参加の方は、ス
テージで歌唱の際、一定の距離をとっていただくこととします。その
ため、１組の人数は４人を上限とさせていただきます。

●応募後の曲目・出場者の変更はできません。

●応募者多数の場合は、抽選の上、当選の方には希望人
数（最大２名まで）でご入場いただける入場整理券を
2023年1月10日（火）頃発送します。なお、お客様同士
の間隔をとった座席を入場整理券で事前に指定させて
いただく場合があります。

●満１歳以上の方から入場整理券が必要です。
●インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りし
ます。転売を目的とした申し込みであると判明した場合
は、抽選の対象外とします。また、売買が確認された場
合は入場をお断りします。

●インターネット売買サイト等での入場整理券の偽造や架
空出品に伴うトラブルが発生しております。くれぐれも
ご注意ください。

●入力・記入内容に不備があった場合は、無効となります
のでご注意ください。

●ご応募の際にいただいた情報は、番組の制作や選出結
果、抽選結果のご連絡のほか、NHKでの放送・イベン
ト・配信事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また
受信契約者情報との照合、受信料のお支払いのお願い
に使用させていただくことがあります。

●「郵便往復はがき」でお申し込みの方は摩擦熱で色が消
えるボールペンの使用はご遠慮ください。

●新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により
公演を中止する場合があります。その場合、他の公演
への振替はございませんので何卒ご理解のほど宜しく
お願い申し上げます。

日本特殊陶業市民会館開館50周年
「ＮＨＫのど自慢」出場者・観覧者募集

開 催 概 要

2023年1月29日（日） 午前11時50分開演 （午前11時15分開場／午後1時15分終演（予定））
【予選会 2023年1月28日（土） 正午開会／同日午後5時30分頃結果発表（予定）】
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
予選を通過した18組程度のみなさん　〈ゲスト〉石川さゆり、クリス・ハート　〈司会〉小田切千アナウンサー
名古屋市、ＮＨＫ名古屋放送局　共催：共立・名古屋共立共同事業体（日本特殊陶業市民会館指定管理者）

ＮＨＫサイトの専用申込フォームからお申し込みください。
https://www.nhk.or.jp/nagoya/
【締め切り】11月30日（水）午後11時59分

※日時や出演者などは変更になる可能性があります

出場申込注意事項 観覧申込注意事項 共通注意事項

問合せ先 NHKエンタープライズ中部　電話052-972-7381（平日午前10時～午後6時）／12月29日（木）～１月３日（火）を除く
NHK名古屋放送局 　　　 ホームページ　https://www.nhk.or.jp/nagoya

開催日時

会　　場
出 演  者
主　　催

申 込 方 法

注 意 事 項

出場応募

❶「WEB（PC・スマホ）」で申込

「郵便往復はがき（私製を除く）」で
申込❶または❷のいずれかの方法でお申し込みください。 ※WEBの応募はありません。

❷「郵便往復はがき（私製を除く）」で申込

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］〒461-8725
記入不要

この面に、
選出結果を印刷して
発送します。

申込者の
①郵便番号  ②住所
③名前（ふりがな）
④年齢  ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業

⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由を詳しく

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
（最大２名まで）

観覧応募

「
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ど
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記入不要

この面に、
抽選結果を印刷して
発送します。

【締め切り】12月14日（水）必着

【締め切り】11月30日（水）必着

具体的に記入。中・高・
大学生は学年、部活動
なども記入

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

11EVENTGUIDE 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。11月の催事案内 2022.

10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。

10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

11月1日(火) 11月1日(火)

◆点検日 11月7日（月）・21日（月） ◆点検日 11月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 2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 ▶ 2023年（令和5年） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 12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

《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

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

11月6日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.2　サックスが奏でるフランスの風
※要事前申込

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

第506回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
マーラー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時11月4日（金）18：45開演／5日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕　　ソプラノ：安井陽子　　メゾ・ソプラノ：福原寿美枝
合唱：グリーン・エコー，名古屋コール・ハーモニア
・マーラー：交響曲第2番ハ短調『復活』

▶出演者

▶プログラム

OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-

第69回　内田流　舞踊会

ナイツ独演会 それだけでもウキウキします

wacci Hall Tour 2022 -Boost!-

『FORMULA』
森山未來×中野信子×エラ・ホチルド
名古屋公演

100キャラ目前！ファン感謝の全国ライブツアー
ロバート秋山presentｓ
クリエイターズ・ファイルＥＸＰＯ
～あのトップクリエイターたちが今、ここに集結！～

琴伝流大正琴　弦洲会　第38回　中央大会

名演11月例会
俳優座劇場「音楽劇人形の家」

RYO TAMAKI LIVE TOUR 2022
～Freely～

s**t kingz『HELLO ROOMIES!!!』

CRAZY KEN BAND TOUR
樹影　2022-2023
Presented by TATSUYA BUSSAN

ミュージカル「ジャージーボーイズ」

栄光学園　幼稚園まつり
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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

日本舞踊　内田流　
052-853-0246

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

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

サンライズプロモーション東京
 0570-00-3337
(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定

17:30～未定

19:00～未定

14:00～未定

18:00～20:30

10:00～16:30
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①15:00～未定
②18:30～未定
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②17:00～未定

12:00～未定

18:30～未定

17:00～未定

13:00～未定

9:30～11:00
10:00～11:00

宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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FM AICHI
(問)キョード―東海
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https://www.kyodotokai.co.jp/
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名古屋市民コーラス
090-9939-3234(山田)
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MIN-ON中部センター
052-951-5391
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052-320-9100
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S席:8,300円
A席:5,500円
B席:3,000円

全席指定:8,000円

全席指定　S席:5,000円
　　　　　A席:4,000円
　　　　　B席:3,000円

（4F）C席:2,000円

関係者のみ

全席指定:3,300円
　※3歳以上有料。
　　2歳以下は保護者1名につき
　　1名ひざ上鑑賞可。
　　席が必要なお子様は有料。

S席:6,200円
A席:5,700円

SS席:12,000円
S席:8,500円
ちびっこファミリー席:8,500円

全席指定:5,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円

15:00～未定

①12:00～未定
②16:30～未定

①11:00～未定
②15:30～未定

17:00～未定
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①11:45～未定
②14:45～未定
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①14:30～15:45
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①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

INFORMATION
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日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内
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催事案内
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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。
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(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定

17:30～未定

19:00～未定

14:00～未定

18:00～20:30

10:00～16:30

18:30～21:10

13:30～16:10

①15:00～未定
②18:30～未定

18:00～未定

①12:00～未定
②17:00～未定

12:00～未定

18:30～未定

17:00～未定

13:00～未定

9:30～11:00
10:00～11:00

宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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(火)

(水)

(木・祝)

(土)

(土)

(水)

(土)

(日)

(水・祝)

(木)

(金)

(土)

(日)

阪急電鉄㈱
宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

FM AICHI
(問)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)

名古屋市民コーラス
090-9939-3234(山田)

連合愛知シルバー倶楽部
052-684-0005

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

S席:8,300円
A席:5,500円
B席:3,000円

全席指定:8,000円

全席指定　S席:5,000円
　　　　　A席:4,000円
　　　　　B席:3,000円

（4F）C席:2,000円

関係者のみ

全席指定:3,300円
　※3歳以上有料。
　　2歳以下は保護者1名につき
　　1名ひざ上鑑賞可。
　　席が必要なお子様は有料。

S席:6,200円
A席:5,700円

SS席:12,000円
S席:8,500円
ちびっこファミリー席:8,500円

全席指定:5,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円

15:00～未定

①12:00～未定
②16:30～未定

①11:00～未定
②15:30～未定

17:00～未定

16:00～18:00

13:00～16:15

①11:45～未定
②14:45～未定

15:00～17:00

18:00～未定

18:30～20:30

①14:30～15:45
②17:10～18:30

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20



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

11EVENTGUIDE 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。11月の催事案内 2022.

10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。

10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

11月1日(火) 11月1日(火)

◆点検日 11月7日（月）・21日（月） ◆点検日 11月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 2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 ▶ 2023年（令和5年） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 12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

《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

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

11月6日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.2　サックスが奏でるフランスの風
※要事前申込

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

第506回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
マーラー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時11月4日（金）18：45開演／5日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕　　ソプラノ：安井陽子　　メゾ・ソプラノ：福原寿美枝
合唱：グリーン・エコー，名古屋コール・ハーモニア
・マーラー：交響曲第2番ハ短調『復活』

▶出演者

▶プログラム

OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-

第69回　内田流　舞踊会

ナイツ独演会 それだけでもウキウキします

wacci Hall Tour 2022 -Boost!-

『FORMULA』
森山未來×中野信子×エラ・ホチルド
名古屋公演

100キャラ目前！ファン感謝の全国ライブツアー
ロバート秋山presentｓ
クリエイターズ・ファイルＥＸＰＯ
～あのトップクリエイターたちが今、ここに集結！～

琴伝流大正琴　弦洲会　第38回　中央大会

名演11月例会
俳優座劇場「音楽劇人形の家」

RYO TAMAKI LIVE TOUR 2022
～Freely～

s**t kingz『HELLO ROOMIES!!!』

CRAZY KEN BAND TOUR
樹影　2022-2023
Presented by TATSUYA BUSSAN

ミュージカル「ジャージーボーイズ」

栄光学園　幼稚園まつり
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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

日本舞踊　内田流　
052-853-0246

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

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

サンライズプロモーション東京
 0570-00-3337
(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定

17:30～未定

19:00～未定

14:00～未定

18:00～20:30

10:00～16:30

18:30～21:10

13:30～16:10

①15:00～未定
②18:30～未定

18:00～未定

①12:00～未定
②17:00～未定

12:00～未定

18:30～未定

17:00～未定

13:00～未定

9:30～11:00
10:00～11:00

宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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(水・祝)
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(金)

(土)

(日)

阪急電鉄㈱
宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

FM AICHI
(問)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)

名古屋市民コーラス
090-9939-3234(山田)

連合愛知シルバー倶楽部
052-684-0005

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

S席:8,300円
A席:5,500円
B席:3,000円

全席指定:8,000円

全席指定　S席:5,000円
　　　　　A席:4,000円
　　　　　B席:3,000円

（4F）C席:2,000円

関係者のみ

全席指定:3,300円
　※3歳以上有料。
　　2歳以下は保護者1名につき
　　1名ひざ上鑑賞可。
　　席が必要なお子様は有料。

S席:6,200円
A席:5,700円

SS席:12,000円
S席:8,500円
ちびっこファミリー席:8,500円

全席指定:5,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円

15:00～未定

①12:00～未定
②16:30～未定

①11:00～未定
②15:30～未定

17:00～未定

16:00～18:00

13:00～16:15

①11:45～未定
②14:45～未定

15:00～17:00

18:00～未定

18:30～20:30

①14:30～15:45
②17:10～18:30

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

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

11EVENTGUIDE 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。11月の催事案内 2022.

10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。

10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

11月1日(火) 11月1日(火)

◆点検日 11月7日（月）・21日（月） ◆点検日 11月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 2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 ▶ 2023年（令和5年） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 12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

《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

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

11月6日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.2　サックスが奏でるフランスの風
※要事前申込

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

第506回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
マーラー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時11月4日（金）18：45開演／5日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕　　ソプラノ：安井陽子　　メゾ・ソプラノ：福原寿美枝
合唱：グリーン・エコー，名古屋コール・ハーモニア
・マーラー：交響曲第2番ハ短調『復活』

▶出演者

▶プログラム

OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-

第69回　内田流　舞踊会

ナイツ独演会 それだけでもウキウキします

wacci Hall Tour 2022 -Boost!-

『FORMULA』
森山未來×中野信子×エラ・ホチルド
名古屋公演

100キャラ目前！ファン感謝の全国ライブツアー
ロバート秋山presentｓ
クリエイターズ・ファイルＥＸＰＯ
～あのトップクリエイターたちが今、ここに集結！～

琴伝流大正琴　弦洲会　第38回　中央大会

名演11月例会
俳優座劇場「音楽劇人形の家」

RYO TAMAKI LIVE TOUR 2022
～Freely～

s**t kingz『HELLO ROOMIES!!!』

CRAZY KEN BAND TOUR
樹影　2022-2023
Presented by TATSUYA BUSSAN

ミュージカル「ジャージーボーイズ」

栄光学園　幼稚園まつり
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052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com
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052-853-0246

サンデーフォークプロモーション
052-320-9100
URL：www.sundayfolk.com
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052-320-9100
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サンライズプロモーション東京
 0570-00-3337
(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定
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19:00～未定
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①15:00～未定
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②17:00～未定
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13:00～未定

9:30～11:00
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宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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月～金 12:00～18:00、
土 10:00～13:00
(日・祝休)
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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

日本舞踊　内田流　
052-853-0246

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

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

サンライズプロモーション東京
 0570-00-3337
(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定

17:30～未定

19:00～未定

14:00～未定

18:00～20:30

10:00～16:30

18:30～21:10

13:30～16:10

①15:00～未定
②18:30～未定

18:00～未定

①12:00～未定
②17:00～未定

12:00～未定

18:30～未定

17:00～未定

13:00～未定

9:30～11:00
10:00～11:00

宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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阪急電鉄㈱
宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

FM AICHI
(問)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)

名古屋市民コーラス
090-9939-3234(山田)

連合愛知シルバー倶楽部
052-684-0005

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

S席:8,300円
A席:5,500円
B席:3,000円

全席指定:8,000円

全席指定　S席:5,000円
　　　　　A席:4,000円
　　　　　B席:3,000円

（4F）C席:2,000円

関係者のみ

全席指定:3,300円
　※3歳以上有料。
　　2歳以下は保護者1名につき
　　1名ひざ上鑑賞可。
　　席が必要なお子様は有料。

S席:6,200円
A席:5,700円

SS席:12,000円
S席:8,500円
ちびっこファミリー席:8,500円

全席指定:5,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円

15:00～未定

①12:00～未定
②16:30～未定

①11:00～未定
②15:30～未定

17:00～未定

16:00～18:00

13:00～16:15

①11:45～未定
②14:45～未定

15:00～17:00

18:00～未定

18:30～20:30

①14:30～15:45
②17:10～18:30

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
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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11月末日迄
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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: 

桶
井

　自分が仕事を始めた時に、愛知県で一番大きな劇場
は、ここ市民会館でした。新人の頃、海外のオペラ公演
の現地大道具で大ホールに来たのですが、大型トラック
が市民会館を取り囲んでいました。荷台から道具を降ろ
しても降ろしても、次の大型トラックがまたやってくる。
その道具を余裕で入れる大ホール。舞台が広いですね。
天井、スノコまでも高い高い。でも重たい道具は人力で
持ち上げたりしないといけないですからね。くたくたに
なったのかな。その後、劇場職員として色んな劇場へ行
きました。後に、大きな劇場としては、国際会議場や愛知
県芸術劇場が建てられ、どちらも劇場職員として関わり
ましたが、今、新人の頃に見た、市民会館の劇場職員とし

て関わっていることに
驚きを感じます。

Writer  山下

出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

数年も前から2022年11月は海外ひとり旅へ行くぞ！と心に
決めていたのですが、まだまだこんな世の中。気軽に行けるわ
けもなく、国内でのんびりすることにしています。2019年12
月に世界で最初の感染者が報告された新型コロナウイルス。
誰もが、まさかここまで長期戦になるとは考えもしていな
かったのではないかと思います。他にも国際情勢等、まだまだ
先行き不透明ですが、明るい未来を想像しながら、今を楽しみ
たいです。

　世界の猛者たちが東京競馬場に集い、熾烈な
攻め合いが繰り広げられる「ジャパンカップ」。
　日本を代表するのはオグリキャップとタマモク
ロス。ゲートが開き、海外勢の実力に翻弄されな
がらも、ウマ娘たちは上位を狙う。タマモクロス
が大外から先頭に立ったが、ここでまさかの人気
薄のオベイユアマスターが追い上げ、先団へと
加速する。周りのウマ娘も驚きを隠せないまま、
タマモクロスを追い抜き先頭に立つオベイユア
マスター。食らいつくタマモクロスや後方から追
い上げるオグリキャップも限界を迎え、さらに加
速し、ゴール板を駆け抜けるオベイユアマスター

のセリフです。
　どんなに人気がなくても、例えな
んと言われようと、主役（1着）を勝
ち取る執念で走り切る姿が見もの
だ。

　鎌倉時代に誕生した琵琶の伴奏で「平家物語」
の詞章を弾き語りする語物(かたりもの)の一種。江
戸時代には幕府の保護を受けていました。尾張藩
では初代藩主徳川義直が嗜み、歴代の藩主にも好
まれていたそうです。
　9代藩主宗睦に招かれて名古屋に移住した荻野
検校は、伝承の乱れを正すため「平家正節(まぶ
し)」という譜本(テキスト)を編纂しました。その結
果、武士・文人に平曲を学ぶものが続出し、荻野検
校自身は千人を超える門弟を抱えたと言われてい
ます。
　明治以降に演奏機会や演奏者が激減し、現在で
は聴くことのできる機会が希少ですが、じんわり染
み渡るような語り口をぜひ味わってみてください。

今日は音楽プラザで、コーラス練習♪
リハーサル室や合奏場内にある譜面台を、無料で
使っています。
いつもきれいに並んでいて、折りたたんだり組み立
てたりする必要がないから使いやすい‼
音楽の練習をするための設備が整っている環境で、
楽しく合唱ができたいい休日だったなぁ。

The master of
this race
 ・・・is ME!

The master of
this race
 ・・・is ME!

（このレースの主役は・・・私だ！）（このレースの主役は・・・私だ！）

＃名古屋市音楽プラザ ＃譜面台　＃リハーサル室
＃合奏場　＃無料備品　＃コーラス練習　＃いい休日
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

平曲（平家）

●応募者の中から180組程度を上限に選出の上、前日の予選会にご出
場いただきます。当選の方には予選会の案内を、落選の方には落選
通知を2023年1月10日（火）頃発送します。

●中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が対象です。※中学生
は予選会・本選ともに保護者の同伴が必要です。必ず保護者の氏名
と電話番号も入力または記入してください。

●応募は1人（1組）1件に限ります（「WEB」と「郵便往復はがき」の両方
で申し込みされても、1件として扱います。

●グループの場合は全員の名前（ふりがな）と年齢、性別、職業を明記
のうえ、代表者がお申込みください。※グループでご参加の方は、ス
テージで歌唱の際、一定の距離をとっていただくこととします。その
ため、１組の人数は４人を上限とさせていただきます。

●応募後の曲目・出場者の変更はできません。

●応募者多数の場合は、抽選の上、当選の方には希望人
数（最大２名まで）でご入場いただける入場整理券を
2023年1月10日（火）頃発送します。なお、お客様同士
の間隔をとった座席を入場整理券で事前に指定させて
いただく場合があります。

●満１歳以上の方から入場整理券が必要です。
●インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りし
ます。転売を目的とした申し込みであると判明した場合
は、抽選の対象外とします。また、売買が確認された場
合は入場をお断りします。

●インターネット売買サイト等での入場整理券の偽造や架
空出品に伴うトラブルが発生しております。くれぐれも
ご注意ください。

●入力・記入内容に不備があった場合は、無効となります
のでご注意ください。

●ご応募の際にいただいた情報は、番組の制作や選出結
果、抽選結果のご連絡のほか、NHKでの放送・イベン
ト・配信事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また
受信契約者情報との照合、受信料のお支払いのお願い
に使用させていただくことがあります。

●「郵便往復はがき」でお申し込みの方は摩擦熱で色が消
えるボールペンの使用はご遠慮ください。

●新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により
公演を中止する場合があります。その場合、他の公演
への振替はございませんので何卒ご理解のほど宜しく
お願い申し上げます。

日本特殊陶業市民会館開館50周年
「ＮＨＫのど自慢」出場者・観覧者募集

開 催 概 要

2023年1月29日（日） 午前11時50分開演 （午前11時15分開場／午後1時15分終演（予定））
【予選会 2023年1月28日（土） 正午開会／同日午後5時30分頃結果発表（予定）】
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
予選を通過した18組程度のみなさん　〈ゲスト〉石川さゆり、クリス・ハート　〈司会〉小田切千アナウンサー
名古屋市、ＮＨＫ名古屋放送局　共催：共立・名古屋共立共同事業体（日本特殊陶業市民会館指定管理者）

ＮＨＫサイトの専用申込フォームからお申し込みください。
https://www.nhk.or.jp/nagoya/
【締め切り】11月30日（水）午後11時59分

※日時や出演者などは変更になる可能性があります

出場申込注意事項 観覧申込注意事項 共通注意事項

問合せ先 NHKエンタープライズ中部　電話052-972-7381（平日午前10時～午後6時）／12月29日（木）～１月３日（火）を除く
NHK名古屋放送局 　　　 ホームページ　https://www.nhk.or.jp/nagoya

開催日時

会　　場
出 演  者
主　　催

申 込 方 法

注 意 事 項

出場応募

❶「WEB（PC・スマホ）」で申込

「郵便往復はがき（私製を除く）」で
申込❶または❷のいずれかの方法でお申し込みください。 ※WEBの応募はありません。

❷「郵便往復はがき（私製を除く）」で申込

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］〒461-8725
記入不要

この面に、
選出結果を印刷して
発送します。

申込者の
①郵便番号  ②住所
③名前（ふりがな）
④年齢  ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業

⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由を詳しく

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
（最大２名まで）

観覧応募

「
N
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K
の
ど
自
慢

（
名
古
屋
市
）」

　
　
　
出
場
係
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古
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記入不要

この面に、
抽選結果を印刷して
発送します。

【締め切り】12月14日（水）必着

【締め切り】11月30日（水）必着

具体的に記入。中・高・
大学生は学年、部活動
なども記入

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

11EVENTGUIDE 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。11月の催事案内 2022.

10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。

10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

11月1日(火) 11月1日(火)

◆点検日 11月7日（月）・21日（月） ◆点検日 11月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 2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 ▶ 2023年（令和5年） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 12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

《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

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

11月6日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.2　サックスが奏でるフランスの風
※要事前申込

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

第506回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
マーラー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時11月4日（金）18：45開演／5日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕　　ソプラノ：安井陽子　　メゾ・ソプラノ：福原寿美枝
合唱：グリーン・エコー，名古屋コール・ハーモニア
・マーラー：交響曲第2番ハ短調『復活』

▶出演者

▶プログラム

OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-

第69回　内田流　舞踊会

ナイツ独演会 それだけでもウキウキします

wacci Hall Tour 2022 -Boost!-

『FORMULA』
森山未來×中野信子×エラ・ホチルド
名古屋公演

100キャラ目前！ファン感謝の全国ライブツアー
ロバート秋山presentｓ
クリエイターズ・ファイルＥＸＰＯ
～あのトップクリエイターたちが今、ここに集結！～

琴伝流大正琴　弦洲会　第38回　中央大会

名演11月例会
俳優座劇場「音楽劇人形の家」

RYO TAMAKI LIVE TOUR 2022
～Freely～

s**t kingz『HELLO ROOMIES!!!』

CRAZY KEN BAND TOUR
樹影　2022-2023
Presented by TATSUYA BUSSAN

ミュージカル「ジャージーボーイズ」

栄光学園　幼稚園まつり
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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

日本舞踊　内田流　
052-853-0246

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

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

サンライズプロモーション東京
 0570-00-3337
(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定

17:30～未定

19:00～未定

14:00～未定

18:00～20:30

10:00～16:30

18:30～21:10

13:30～16:10

①15:00～未定
②18:30～未定

18:00～未定

①12:00～未定
②17:00～未定

12:00～未定

18:30～未定

17:00～未定

13:00～未定

9:30～11:00
10:00～11:00

宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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(日)

阪急電鉄㈱
宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

FM AICHI
(問)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)

名古屋市民コーラス
090-9939-3234(山田)

連合愛知シルバー倶楽部
052-684-0005

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

S席:8,300円
A席:5,500円
B席:3,000円

全席指定:8,000円

全席指定　S席:5,000円
　　　　　A席:4,000円
　　　　　B席:3,000円

（4F）C席:2,000円

関係者のみ

全席指定:3,300円
　※3歳以上有料。
　　2歳以下は保護者1名につき
　　1名ひざ上鑑賞可。
　　席が必要なお子様は有料。

S席:6,200円
A席:5,700円

SS席:12,000円
S席:8,500円
ちびっこファミリー席:8,500円

全席指定:5,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円

15:00～未定

①12:00～未定
②16:30～未定

①11:00～未定
②15:30～未定

17:00～未定

16:00～18:00

13:00～16:15

①11:45～未定
②14:45～未定

15:00～17:00

18:00～未定

18:30～20:30

①14:30～15:45
②17:10～18:30

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

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

11EVENTGUIDE 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。11月の催事案内 2022.

10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。

10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

11月1日(火) 11月1日(火)

◆点検日 11月7日（月）・21日（月） ◆点検日 11月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 2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 ▶ 2023年（令和5年） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 12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

《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

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

11月6日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.2　サックスが奏でるフランスの風
※要事前申込

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

第506回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
マーラー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時11月4日（金）18：45開演／5日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕　　ソプラノ：安井陽子　　メゾ・ソプラノ：福原寿美枝
合唱：グリーン・エコー，名古屋コール・ハーモニア
・マーラー：交響曲第2番ハ短調『復活』

▶出演者

▶プログラム

OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-

第69回　内田流　舞踊会

ナイツ独演会 それだけでもウキウキします

wacci Hall Tour 2022 -Boost!-

『FORMULA』
森山未來×中野信子×エラ・ホチルド
名古屋公演

100キャラ目前！ファン感謝の全国ライブツアー
ロバート秋山presentｓ
クリエイターズ・ファイルＥＸＰＯ
～あのトップクリエイターたちが今、ここに集結！～

琴伝流大正琴　弦洲会　第38回　中央大会

名演11月例会
俳優座劇場「音楽劇人形の家」

RYO TAMAKI LIVE TOUR 2022
～Freely～

s**t kingz『HELLO ROOMIES!!!』

CRAZY KEN BAND TOUR
樹影　2022-2023
Presented by TATSUYA BUSSAN

ミュージカル「ジャージーボーイズ」

栄光学園　幼稚園まつり
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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

日本舞踊　内田流　
052-853-0246

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

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

サンライズプロモーション東京
 0570-00-3337
(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定

17:30～未定

19:00～未定

14:00～未定

18:00～20:30

10:00～16:30

18:30～21:10

13:30～16:10

①15:00～未定
②18:30～未定

18:00～未定

①12:00～未定
②17:00～未定

12:00～未定

18:30～未定

17:00～未定

13:00～未定

9:30～11:00
10:00～11:00

宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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阪急電鉄㈱
宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

FM AICHI
(問)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)

名古屋市民コーラス
090-9939-3234(山田)

連合愛知シルバー倶楽部
052-684-0005

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

S席:8,300円
A席:5,500円
B席:3,000円

全席指定:8,000円

全席指定　S席:5,000円
　　　　　A席:4,000円
　　　　　B席:3,000円

（4F）C席:2,000円

関係者のみ

全席指定:3,300円
　※3歳以上有料。
　　2歳以下は保護者1名につき
　　1名ひざ上鑑賞可。
　　席が必要なお子様は有料。

S席:6,200円
A席:5,700円

SS席:12,000円
S席:8,500円
ちびっこファミリー席:8,500円

全席指定:5,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円

15:00～未定

①12:00～未定
②16:30～未定

①11:00～未定
②15:30～未定

17:00～未定

16:00～18:00

13:00～16:15

①11:45～未定
②14:45～未定

15:00～17:00

18:00～未定

18:30～20:30

①14:30～15:45
②17:10～18:30

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20
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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: 

桶
井

　自分が仕事を始めた時に、愛知県で一番大きな劇場
は、ここ市民会館でした。新人の頃、海外のオペラ公演
の現地大道具で大ホールに来たのですが、大型トラック
が市民会館を取り囲んでいました。荷台から道具を降ろ
しても降ろしても、次の大型トラックがまたやってくる。
その道具を余裕で入れる大ホール。舞台が広いですね。
天井、スノコまでも高い高い。でも重たい道具は人力で
持ち上げたりしないといけないですからね。くたくたに
なったのかな。その後、劇場職員として色んな劇場へ行
きました。後に、大きな劇場としては、国際会議場や愛知
県芸術劇場が建てられ、どちらも劇場職員として関わり
ましたが、今、新人の頃に見た、市民会館の劇場職員とし

て関わっていることに
驚きを感じます。

Writer  山下

出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻出典：ウマ娘シンデレラグレイ 6巻

﹇
担
当
・
澤
地
﹈

数年も前から2022年11月は海外ひとり旅へ行くぞ！と心に
決めていたのですが、まだまだこんな世の中。気軽に行けるわ
けもなく、国内でのんびりすることにしています。2019年12
月に世界で最初の感染者が報告された新型コロナウイルス。
誰もが、まさかここまで長期戦になるとは考えもしていな
かったのではないかと思います。他にも国際情勢等、まだまだ
先行き不透明ですが、明るい未来を想像しながら、今を楽しみ
たいです。

　世界の猛者たちが東京競馬場に集い、熾烈な
攻め合いが繰り広げられる「ジャパンカップ」。
　日本を代表するのはオグリキャップとタマモク
ロス。ゲートが開き、海外勢の実力に翻弄されな
がらも、ウマ娘たちは上位を狙う。タマモクロス
が大外から先頭に立ったが、ここでまさかの人気
薄のオベイユアマスターが追い上げ、先団へと
加速する。周りのウマ娘も驚きを隠せないまま、
タマモクロスを追い抜き先頭に立つオベイユア
マスター。食らいつくタマモクロスや後方から追
い上げるオグリキャップも限界を迎え、さらに加
速し、ゴール板を駆け抜けるオベイユアマスター

のセリフです。
　どんなに人気がなくても、例えな
んと言われようと、主役（1着）を勝
ち取る執念で走り切る姿が見もの
だ。

　鎌倉時代に誕生した琵琶の伴奏で「平家物語」
の詞章を弾き語りする語物(かたりもの)の一種。江
戸時代には幕府の保護を受けていました。尾張藩
では初代藩主徳川義直が嗜み、歴代の藩主にも好
まれていたそうです。
　9代藩主宗睦に招かれて名古屋に移住した荻野
検校は、伝承の乱れを正すため「平家正節(まぶ
し)」という譜本(テキスト)を編纂しました。その結
果、武士・文人に平曲を学ぶものが続出し、荻野検
校自身は千人を超える門弟を抱えたと言われてい
ます。
　明治以降に演奏機会や演奏者が激減し、現在で
は聴くことのできる機会が希少ですが、じんわり染
み渡るような語り口をぜひ味わってみてください。

今日は音楽プラザで、コーラス練習♪
リハーサル室や合奏場内にある譜面台を、無料で
使っています。
いつもきれいに並んでいて、折りたたんだり組み立
てたりする必要がないから使いやすい‼
音楽の練習をするための設備が整っている環境で、
楽しく合唱ができたいい休日だったなぁ。

The master of
this race
 ・・・is ME!

The master of
this race
 ・・・is ME!

（このレースの主役は・・・私だ！）（このレースの主役は・・・私だ！）

＃名古屋市音楽プラザ ＃譜面台　＃リハーサル室
＃合奏場　＃無料備品　＃コーラス練習　＃いい休日
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

平曲（平家）

●応募者の中から180組程度を上限に選出の上、前日の予選会にご出
場いただきます。当選の方には予選会の案内を、落選の方には落選
通知を2023年1月10日（火）頃発送します。

●中学生以上の方で、原則としてアマチュアの方が対象です。※中学生
は予選会・本選ともに保護者の同伴が必要です。必ず保護者の氏名
と電話番号も入力または記入してください。

●応募は1人（1組）1件に限ります（「WEB」と「郵便往復はがき」の両方
で申し込みされても、1件として扱います。

●グループの場合は全員の名前（ふりがな）と年齢、性別、職業を明記
のうえ、代表者がお申込みください。※グループでご参加の方は、ス
テージで歌唱の際、一定の距離をとっていただくこととします。その
ため、１組の人数は４人を上限とさせていただきます。

●応募後の曲目・出場者の変更はできません。

●応募者多数の場合は、抽選の上、当選の方には希望人
数（最大２名まで）でご入場いただける入場整理券を
2023年1月10日（火）頃発送します。なお、お客様同士
の間隔をとった座席を入場整理券で事前に指定させて
いただく場合があります。

●満１歳以上の方から入場整理券が必要です。
●インターネット等での入場整理券の売買は固くお断りし
ます。転売を目的とした申し込みであると判明した場合
は、抽選の対象外とします。また、売買が確認された場
合は入場をお断りします。

●インターネット売買サイト等での入場整理券の偽造や架
空出品に伴うトラブルが発生しております。くれぐれも
ご注意ください。

●入力・記入内容に不備があった場合は、無効となります
のでご注意ください。

●ご応募の際にいただいた情報は、番組の制作や選出結
果、抽選結果のご連絡のほか、NHKでの放送・イベン
ト・配信事業の紹介やお知らせ、アンケートの送付、また
受信契約者情報との照合、受信料のお支払いのお願い
に使用させていただくことがあります。

●「郵便往復はがき」でお申し込みの方は摩擦熱で色が消
えるボールペンの使用はご遠慮ください。

●新型コロナウイルスの感染状況、荒天などの影響により
公演を中止する場合があります。その場合、他の公演
への振替はございませんので何卒ご理解のほど宜しく
お願い申し上げます。

日本特殊陶業市民会館開館50周年
「ＮＨＫのど自慢」出場者・観覧者募集

開 催 概 要

2023年1月29日（日） 午前11時50分開演 （午前11時15分開場／午後1時15分終演（予定））
【予選会 2023年1月28日（土） 正午開会／同日午後5時30分頃結果発表（予定）】
日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
予選を通過した18組程度のみなさん　〈ゲスト〉石川さゆり、クリス・ハート　〈司会〉小田切千アナウンサー
名古屋市、ＮＨＫ名古屋放送局　共催：共立・名古屋共立共同事業体（日本特殊陶業市民会館指定管理者）

ＮＨＫサイトの専用申込フォームからお申し込みください。
https://www.nhk.or.jp/nagoya/
【締め切り】11月30日（水）午後11時59分

※日時や出演者などは変更になる可能性があります

出場申込注意事項 観覧申込注意事項 共通注意事項

問合せ先 NHKエンタープライズ中部　電話052-972-7381（平日午前10時～午後6時）／12月29日（木）～１月３日（火）を除く
NHK名古屋放送局 　　　 ホームページ　https://www.nhk.or.jp/nagoya

開催日時

会　　場
出 演  者
主　　催

申 込 方 法

注 意 事 項

出場応募

❶「WEB（PC・スマホ）」で申込

「郵便往復はがき（私製を除く）」で
申込❶または❷のいずれかの方法でお申し込みください。 ※WEBの応募はありません。

❷「郵便往復はがき（私製を除く）」で申込

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［往信用 表面］ ［返信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］

［返信用 表面］ ［往信用 裏面］〒461-8725
記入不要

この面に、
選出結果を印刷して
発送します。

申込者の
①郵便番号  ②住所
③名前（ふりがな）
④年齢  ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業

⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由を詳しく

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前

申込者の
①郵便番号
②住所
③名前
④電話番号
⑤観覧希望人数
（最大２名まで）

観覧応募

「
N
H
K
の
ど
自
慢

（
名
古
屋
市
）」

　
　
　
出
場
係

N
H
K

名
古
屋
放
送
局

〒461-8725「
N
H
K
の
ど
自
慢

（
名
古
屋
市
）」

　
　
　
観
覧
係

N
H
K

名
古
屋
放
送
局

記入不要

この面に、
抽選結果を印刷して
発送します。

【締め切り】12月14日（水）必着

【締め切り】11月30日（水）必着

具体的に記入。中・高・
大学生は学年、部活動
なども記入

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

11EVENTGUIDE 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。11月の催事案内 2022.

10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。

10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

11月1日(火) 11月1日(火)

◆点検日 11月7日（月）・21日（月） ◆点検日 11月7日（月）・21日（月）・28日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 12月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）1月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 6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） 6月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 2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 ▶ 2023年（令和5年） 2月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2022年（令和4年） 12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

《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

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

11月6日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.2　サックスが奏でるフランスの風
※要事前申込

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

第506回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
マーラー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥7,400 ～ D席 ￥3,200 ほか

［ 日時11月4日（金）18：45開演／5日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕　　ソプラノ：安井陽子　　メゾ・ソプラノ：福原寿美枝
合唱：グリーン・エコー，名古屋コール・ハーモニア
・マーラー：交響曲第2番ハ短調『復活』

▶出演者

▶プログラム

OWV LIVE TOUR 2022 -STRANGE-

第69回　内田流　舞踊会

ナイツ独演会 それだけでもウキウキします

wacci Hall Tour 2022 -Boost!-

『FORMULA』
森山未來×中野信子×エラ・ホチルド
名古屋公演

100キャラ目前！ファン感謝の全国ライブツアー
ロバート秋山presentｓ
クリエイターズ・ファイルＥＸＰＯ
～あのトップクリエイターたちが今、ここに集結！～

琴伝流大正琴　弦洲会　第38回　中央大会

名演11月例会
俳優座劇場「音楽劇人形の家」

RYO TAMAKI LIVE TOUR 2022
～Freely～

s**t kingz『HELLO ROOMIES!!!』

CRAZY KEN BAND TOUR
樹影　2022-2023
Presented by TATSUYA BUSSAN

ミュージカル「ジャージーボーイズ」

栄光学園　幼稚園まつり
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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

日本舞踊　内田流　
052-853-0246

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

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

サンライズプロモーション東京
 0570-00-3337
(平日12:00-15:00)

吉本興業株式会社
052-252-7250

琴伝流大正琴　弦洲会
0568-79-3669

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

主催/制作：株式会社ジェイロック
(問)公演事務局 03-5778-9553
（平日12：00～15：00）

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

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

学校法人　栄光学園
052-623-1551

全席指定:6,500円

3,000円

全席指定:4,500円

全席指定:6,500円

SS席:10,000円
S席:7,800円
A席:5,800円
U-25席:3,500円※イープラスのみ

全席指定:5,000円

入場無料

入会金:3,100円　会費:2,800円
　　29歳以下 入会金:2,300円
　　　　　 　 　会費:2,000円
　 高校生以下 入会金:1,600円
　　　 　　　 　会費:1,300円

全席指定
S席:11,000円
A席:9,900円

全席指定:9,000円

全席指定:8,800円

S席:14,000円
A席:11,000円

関係者のみ

①15:30～未定
②19:00～未定

13:00～18:30

17:00～未定

17:30～未定

19:00～未定

14:00～未定

18:00～20:30

10:00～16:30

18:30～21:10

13:30～16:10

①15:00～未定
②18:30～未定

18:00～未定

①12:00～未定
②17:00～未定

12:00～未定

18:30～未定

17:00～未定

13:00～未定

9:30～11:00
10:00～11:00

宝塚歌劇　花組公演
ミュージカル・ロマンス
『フィレンツェに燃える』

w-inds. LIVE TOUR 2022
 “We are”【8/14振替公演】

名古屋市民コーラス　第49回定期演奏会

連合愛知シルバー倶楽部
定期総会・お楽しみ演芸会

それいけ！アンパンマン　ミュージカル
おもちゃの国とみんなのたからもの

韓国エンターテインメント「FLYING」

KIYOKIBA SHUNSUKE
20TH ANNIVERSARY LIVE “BIRTH”
～THE FINAL～

ピアノ界の革命児×義足のダンサー！魂の共鳴！
中村天平×大前光市　～INFINITY～

しまじろうコンサート
サンタのくにの クリスマス レストラン
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阪急電鉄㈱
宝塚歌劇インフォメーションセンター
［宝塚大劇場］
TEL．0570-00-5100
（10:00～18:00／水曜定休）

FM AICHI
(問)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)

名古屋市民コーラス
090-9939-3234(山田)

連合愛知シルバー倶楽部
052-684-0005

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

ベネッセコーポレーション
しまじろうコンサートお客さま窓口
0120-988-883

S席:8,300円
A席:5,500円
B席:3,000円

全席指定:8,000円

全席指定　S席:5,000円
　　　　　A席:4,000円
　　　　　B席:3,000円

（4F）C席:2,000円

関係者のみ

全席指定:3,300円
　※3歳以上有料。
　　2歳以下は保護者1名につき
　　1名ひざ上鑑賞可。
　　席が必要なお子様は有料。

S席:6,200円
A席:5,700円

SS席:12,000円
S席:8,500円
ちびっこファミリー席:8,500円

全席指定:5,000円

指定席
会員価格:3,380円
一般価格:3,580円

15:00～未定

①12:00～未定
②16:30～未定

①11:00～未定
②15:30～未定

17:00～未定

16:00～18:00

13:00～16:15

①11:45～未定
②14:45～未定

15:00～17:00

18:00～未定

18:30～20:30

①14:30～15:45
②17:10～18:30

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20

①10:00～11:15
②12:40～13:55
③15:20～16:35
④18:00～19:20


