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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: 

桶
井

　名古屋市民会館との出会いは６年前。市民会館への転
職を機に名古屋へ移り住みました。今年、50周年という
長い歴史を持つこの会館に、昔から慣れ親しんできたみ
なさんと比べると、私の市民会館での想い出はまだまだ
浅いものです。
　先日、「想い出・未来エピソード」に応募された作品が
発表されました。歴史が長い分だけ想い出もたくさんあ
るのだろうと感じるとともに、私自身の過去の想い出も
蘇ってきました。学生時代に吹奏楽コンクールや演奏会
で、地元の会館を利用していたことや、大好きなアー
ティストのライブに行くのが生きがいだったこと。ホー
ルは私自身が楽しさも、悔しさも感じてきた場所だから
こそ、エピソードに共感できる部分や、途中、思わず涙ぐ

んでしまう場面があり
ました。50周年イベン
トも、会館での大切な
想い出の一つです。

Writer  迫田

出典：テイルズオブアライズ出典：テイルズオブアライズ
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いよいよ紅白歌合戦の季節！10代の頃は「見るのはダサい」
という風潮があったため見ないことが多かったものの、ある
年に最初から最後までしっかり見てみたら意外におもしろい
と気づき、虜に。特にグッとくる点は、普段なら知らないまま
のこと（NHKの最新技術・コラボで出てくる自分はチェック
していない分野で有名なアーティスト・中継先の素敵な場所
など）を知る機会になることです。今年は誰が出るのかな？ワ
クワクしています♪

　一風変わってゲームの名言を。反乱の疑いで殺
されてしまったロウの父ジルファ。国の領将（スル
ド）の企みで密告を行い、陥れたことで、ロウとア
ルフェン達は領将の城に乗り込んだ。仇を領将に
打ち、自暴自棄になったロウに対し、こんな世界
を変えるために一緒に旅をしないかと誘うアル
フェン。ジルファが最後に残した言葉を借りなが
ら言ったセリフだ。ロウは一度、敵陣に手を染め、
生き別れた父と争い、領将の裏切りにより父を殺
されてしまう。やってきたことは間違いだったが、
罪を背負いながらもやり直していくと決意し、ア
ルフェン達とともに旅へ出るのであった。

　誰しも失敗や過ちはあるが、そ
こで諦めたら進めない。しっかりと
受け止め、背負いながら前に進み
続ける。とても勇気づけられるセリ
フです。

　扇子を持っておめでたい詞を述べる太夫と、鼓
を打ちながら合いの手を入れる才蔵が、台詞を掛
け合いながら舞い、新年の訪れを祝い家内安全・
繁栄を願う民俗芸能です。滑稽な台詞と仕草で笑
いを誘うことも。
　代表的なものに、尾張万歳や知多万歳がありま
す。正月になると基本的には２人１組で、遠くは関東
まで各地の家々を訪問し、門や玄関で披露しまし
た。また、太夫１人と複数人の才蔵が１組となりお座
敷や舞台で披露する御殿万歳、三味線や胡弓を用
いてにぎやかに披露する三曲万歳などもあり、バリ
エーション豊かです。
　いよいよお正月ですね。ぜひ皆さんも万歳でめ
でたく新年を迎えましょう。

今日は、音楽プラザでダンス練習。
楽器の練習で利用しているときは気づかなかったけど、
中リハーサル室は一面鏡になっていて、ダンスの練
習にも最適でした！
発表会に向けて、立ち位置や振り付けの最終確認が
できて、みんなの気持ちも団結♪

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

＃名古屋市音楽プラザ ＃ダンス　＃中リハーサル室
＃大きい鏡　＃団結力　＃ダンス練習　＃舞台芸術
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

万歳（萬歳）

日本特殊陶業市民会館（名古屋市民会館）では、50周年を記念して
様々なコンテンツを公開しています。今回のにじいろでは、その中身をご紹介！

名古屋市民会館50周年記念コンテンツ紹介!!

建替前から完成に至るまで、そして開館してから今日ま
での市民会館の50年の歴史を動画と写真で紹介します。

50周年記念特設サイト

50周年記念特設サイトURL
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
50th_anniversary/

市民会館ヒストリー

YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」

今まで市民会館をご利用いただいてきた団体のみなさ
んや、著名人のみなさんからのお祝いメッセージを公
開しています。

50th Anniversary Message

10/1に開催したイベントの映像を公開中。煌びやかな
イルミネーションと感動的な朗読をお楽しみいただけ
ます。

イルミネーションライトアップイベント

10/1に開催した「うたフェスなごや2022」出演団体の
歌唱映像を公開しています。

うたフェスなごや2022

会館内に展示・保管されている美術品を動画と写真で
紹介します。

美術品バーチャルツアー

開催
予告

市民会館 オープンミュージアム

【12月上旬公開】

【12月上旬公開】

※参加方法等の詳細は、12月より配布のチラシ・HPを
　ご確認ください。

館内の美術品をご自由にご覧いただけます。
【日時：2022年12月19日（月）10:00～11:30】

特設サイトでは、この他にも想い出・未来エピソード
やイベントラインナップなども公開中！

その他にも、市民会館・音楽プラザの動画を公開して
います！ぜひチャンネル登録をしてご覧ください♪

YouTubeサイトで
「かなやまにじいろ」と検索！

市民会館
ヒストリー

美術品
バーチャル
ツアー

イベント
ラインナップ

想い出・未来
エピソード 50th

Anniversary
Message

イルミ
ネーション
ライトアップ
イベント

うたフェス
なごや
2022
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蘇ってきました。学生時代に吹奏楽コンクールや演奏会
で、地元の会館を利用していたことや、大好きなアー
ティストのライブに行くのが生きがいだったこと。ホー
ルは私自身が楽しさも、悔しさも感じてきた場所だから
こそ、エピソードに共感できる部分や、途中、思わず涙ぐ

んでしまう場面があり
ました。50周年イベン
トも、会館での大切な
想い出の一つです。

Writer  迫田

出典：テイルズオブアライズ出典：テイルズオブアライズ

﹇
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﹈

いよいよ紅白歌合戦の季節！10代の頃は「見るのはダサい」
という風潮があったため見ないことが多かったものの、ある
年に最初から最後までしっかり見てみたら意外におもしろい
と気づき、虜に。特にグッとくる点は、普段なら知らないまま
のこと（NHKの最新技術・コラボで出てくる自分はチェック
していない分野で有名なアーティスト・中継先の素敵な場所
など）を知る機会になることです。今年は誰が出るのかな？ワ
クワクしています♪

　一風変わってゲームの名言を。反乱の疑いで殺
されてしまったロウの父ジルファ。国の領将（スル
ド）の企みで密告を行い、陥れたことで、ロウとア
ルフェン達は領将の城に乗り込んだ。仇を領将に
打ち、自暴自棄になったロウに対し、こんな世界
を変えるために一緒に旅をしないかと誘うアル
フェン。ジルファが最後に残した言葉を借りなが
ら言ったセリフだ。ロウは一度、敵陣に手を染め、
生き別れた父と争い、領将の裏切りにより父を殺
されてしまう。やってきたことは間違いだったが、
罪を背負いながらもやり直していくと決意し、ア
ルフェン達とともに旅へ出るのであった。

　誰しも失敗や過ちはあるが、そ
こで諦めたら進めない。しっかりと
受け止め、背負いながら前に進み
続ける。とても勇気づけられるセリ
フです。

　扇子を持っておめでたい詞を述べる太夫と、鼓
を打ちながら合いの手を入れる才蔵が、台詞を掛
け合いながら舞い、新年の訪れを祝い家内安全・
繁栄を願う民俗芸能です。滑稽な台詞と仕草で笑
いを誘うことも。
　代表的なものに、尾張万歳や知多万歳がありま
す。正月になると基本的には２人１組で、遠くは関東
まで各地の家々を訪問し、門や玄関で披露しまし
た。また、太夫１人と複数人の才蔵が１組となりお座
敷や舞台で披露する御殿万歳、三味線や胡弓を用
いてにぎやかに披露する三曲万歳などもあり、バリ
エーション豊かです。
　いよいよお正月ですね。ぜひ皆さんも万歳でめ
でたく新年を迎えましょう。

今日は、音楽プラザでダンス練習。
楽器の練習で利用しているときは気づかなかったけど、
中リハーサル室は一面鏡になっていて、ダンスの練
習にも最適でした！
発表会に向けて、立ち位置や振り付けの最終確認が
できて、みんなの気持ちも団結♪

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

＃名古屋市音楽プラザ ＃ダンス　＃中リハーサル室
＃大きい鏡　＃団結力　＃ダンス練習　＃舞台芸術
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

万歳（萬歳）

日本特殊陶業市民会館（名古屋市民会館）では、50周年を記念して
様々なコンテンツを公開しています。今回のにじいろでは、その中身をご紹介！

名古屋市民会館50周年記念コンテンツ紹介!!

建替前から完成に至るまで、そして開館してから今日ま
での市民会館の50年の歴史を動画と写真で紹介します。

50周年記念特設サイト

50周年記念特設サイトURL
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
50th_anniversary/

市民会館ヒストリー

YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」

今まで市民会館をご利用いただいてきた団体のみなさ
んや、著名人のみなさんからのお祝いメッセージを公
開しています。

50th Anniversary Message

10/1に開催したイベントの映像を公開中。煌びやかな
イルミネーションと感動的な朗読をお楽しみいただけ
ます。

イルミネーションライトアップイベント

10/1に開催した「うたフェスなごや2022」出演団体の
歌唱映像を公開しています。

うたフェスなごや2022

会館内に展示・保管されている美術品を動画と写真で
紹介します。

美術品バーチャルツアー

開催
予告

市民会館 オープンミュージアム

【12月上旬公開】

【12月上旬公開】

※参加方法等の詳細は、12月より配布のチラシ・HPを
　ご確認ください。

館内の美術品をご自由にご覧いただけます。
【日時：2022年12月19日（月）10:00～11:30】

特設サイトでは、この他にも想い出・未来エピソード
やイベントラインナップなども公開中！

その他にも、市民会館・音楽プラザの動画を公開して
います！ぜひチャンネル登録をしてご覧ください♪

YouTubeサイトで
「かなやまにじいろ」と検索！

市民会館
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バーチャル
ツアー

イベント
ラインナップ
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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
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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
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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
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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
12
2022
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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
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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

※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

（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

　名古屋市民会館との出会いは６年前。市民会館への転
職を機に名古屋へ移り住みました。今年、50周年という
長い歴史を持つこの会館に、昔から慣れ親しんできたみ
なさんと比べると、私の市民会館での想い出はまだまだ
浅いものです。
　先日、「想い出・未来エピソード」に応募された作品が
発表されました。歴史が長い分だけ想い出もたくさんあ
るのだろうと感じるとともに、私自身の過去の想い出も
蘇ってきました。学生時代に吹奏楽コンクールや演奏会
で、地元の会館を利用していたことや、大好きなアー
ティストのライブに行くのが生きがいだったこと。ホー
ルは私自身が楽しさも、悔しさも感じてきた場所だから
こそ、エピソードに共感できる部分や、途中、思わず涙ぐ

んでしまう場面があり
ました。50周年イベン
トも、会館での大切な
想い出の一つです。

Writer  迫田

出典：テイルズオブアライズ出典：テイルズオブアライズ

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

いよいよ紅白歌合戦の季節！10代の頃は「見るのはダサい」
という風潮があったため見ないことが多かったものの、ある
年に最初から最後までしっかり見てみたら意外におもしろい
と気づき、虜に。特にグッとくる点は、普段なら知らないまま
のこと（NHKの最新技術・コラボで出てくる自分はチェック
していない分野で有名なアーティスト・中継先の素敵な場所
など）を知る機会になることです。今年は誰が出るのかな？ワ
クワクしています♪

　一風変わってゲームの名言を。反乱の疑いで殺
されてしまったロウの父ジルファ。国の領将（スル
ド）の企みで密告を行い、陥れたことで、ロウとア
ルフェン達は領将の城に乗り込んだ。仇を領将に
打ち、自暴自棄になったロウに対し、こんな世界
を変えるために一緒に旅をしないかと誘うアル
フェン。ジルファが最後に残した言葉を借りなが
ら言ったセリフだ。ロウは一度、敵陣に手を染め、
生き別れた父と争い、領将の裏切りにより父を殺
されてしまう。やってきたことは間違いだったが、
罪を背負いながらもやり直していくと決意し、ア
ルフェン達とともに旅へ出るのであった。

　誰しも失敗や過ちはあるが、そ
こで諦めたら進めない。しっかりと
受け止め、背負いながら前に進み
続ける。とても勇気づけられるセリ
フです。

　扇子を持っておめでたい詞を述べる太夫と、鼓
を打ちながら合いの手を入れる才蔵が、台詞を掛
け合いながら舞い、新年の訪れを祝い家内安全・
繁栄を願う民俗芸能です。滑稽な台詞と仕草で笑
いを誘うことも。
　代表的なものに、尾張万歳や知多万歳がありま
す。正月になると基本的には２人１組で、遠くは関東
まで各地の家々を訪問し、門や玄関で披露しまし
た。また、太夫１人と複数人の才蔵が１組となりお座
敷や舞台で披露する御殿万歳、三味線や胡弓を用
いてにぎやかに披露する三曲万歳などもあり、バリ
エーション豊かです。
　いよいよお正月ですね。ぜひ皆さんも万歳でめ
でたく新年を迎えましょう。

今日は、音楽プラザでダンス練習。
楽器の練習で利用しているときは気づかなかったけど、
中リハーサル室は一面鏡になっていて、ダンスの練
習にも最適でした！
発表会に向けて、立ち位置や振り付けの最終確認が
できて、みんなの気持ちも団結♪

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

＃名古屋市音楽プラザ ＃ダンス　＃中リハーサル室
＃大きい鏡　＃団結力　＃ダンス練習　＃舞台芸術
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

万歳（萬歳）

日本特殊陶業市民会館（名古屋市民会館）では、50周年を記念して
様々なコンテンツを公開しています。今回のにじいろでは、その中身をご紹介！

名古屋市民会館50周年記念コンテンツ紹介!!

建替前から完成に至るまで、そして開館してから今日ま
での市民会館の50年の歴史を動画と写真で紹介します。

50周年記念特設サイト

50周年記念特設サイトURL
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
50th_anniversary/

市民会館ヒストリー

YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」

今まで市民会館をご利用いただいてきた団体のみなさ
んや、著名人のみなさんからのお祝いメッセージを公
開しています。

50th Anniversary Message

10/1に開催したイベントの映像を公開中。煌びやかな
イルミネーションと感動的な朗読をお楽しみいただけ
ます。

イルミネーションライトアップイベント

10/1に開催した「うたフェスなごや2022」出演団体の
歌唱映像を公開しています。

うたフェスなごや2022

会館内に展示・保管されている美術品を動画と写真で
紹介します。

美術品バーチャルツアー

開催
予告

市民会館 オープンミュージアム

【12月上旬公開】

【12月上旬公開】

※参加方法等の詳細は、12月より配布のチラシ・HPを
　ご確認ください。

館内の美術品をご自由にご覧いただけます。
【日時：2022年12月19日（月）10:00～11:30】

特設サイトでは、この他にも想い出・未来エピソード
やイベントラインナップなども公開中！

その他にも、市民会館・音楽プラザの動画を公開して
います！ぜひチャンネル登録をしてご覧ください♪

YouTubeサイトで
「かなやまにじいろ」と検索！

市民会館
ヒストリー

美術品
バーチャル
ツアー

イベント
ラインナップ

想い出・未来
エピソード 50th

Anniversary
Message

イルミ
ネーション
ライトアップ
イベント

うたフェス
なごや
2022

入場無料/事前申込不要

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

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00
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Nijiiro Report

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

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

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

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

　名古屋市民会館との出会いは６年前。市民会館への転
職を機に名古屋へ移り住みました。今年、50周年という
長い歴史を持つこの会館に、昔から慣れ親しんできたみ
なさんと比べると、私の市民会館での想い出はまだまだ
浅いものです。
　先日、「想い出・未来エピソード」に応募された作品が
発表されました。歴史が長い分だけ想い出もたくさんあ
るのだろうと感じるとともに、私自身の過去の想い出も
蘇ってきました。学生時代に吹奏楽コンクールや演奏会
で、地元の会館を利用していたことや、大好きなアー
ティストのライブに行くのが生きがいだったこと。ホー
ルは私自身が楽しさも、悔しさも感じてきた場所だから
こそ、エピソードに共感できる部分や、途中、思わず涙ぐ

んでしまう場面があり
ました。50周年イベン
トも、会館での大切な
想い出の一つです。

Writer  迫田

出典：テイルズオブアライズ出典：テイルズオブアライズ

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

いよいよ紅白歌合戦の季節！10代の頃は「見るのはダサい」
という風潮があったため見ないことが多かったものの、ある
年に最初から最後までしっかり見てみたら意外におもしろい
と気づき、虜に。特にグッとくる点は、普段なら知らないまま
のこと（NHKの最新技術・コラボで出てくる自分はチェック
していない分野で有名なアーティスト・中継先の素敵な場所
など）を知る機会になることです。今年は誰が出るのかな？ワ
クワクしています♪

　一風変わってゲームの名言を。反乱の疑いで殺
されてしまったロウの父ジルファ。国の領将（スル
ド）の企みで密告を行い、陥れたことで、ロウとア
ルフェン達は領将の城に乗り込んだ。仇を領将に
打ち、自暴自棄になったロウに対し、こんな世界
を変えるために一緒に旅をしないかと誘うアル
フェン。ジルファが最後に残した言葉を借りなが
ら言ったセリフだ。ロウは一度、敵陣に手を染め、
生き別れた父と争い、領将の裏切りにより父を殺
されてしまう。やってきたことは間違いだったが、
罪を背負いながらもやり直していくと決意し、ア
ルフェン達とともに旅へ出るのであった。

　誰しも失敗や過ちはあるが、そ
こで諦めたら進めない。しっかりと
受け止め、背負いながら前に進み
続ける。とても勇気づけられるセリ
フです。

　扇子を持っておめでたい詞を述べる太夫と、鼓
を打ちながら合いの手を入れる才蔵が、台詞を掛
け合いながら舞い、新年の訪れを祝い家内安全・
繁栄を願う民俗芸能です。滑稽な台詞と仕草で笑
いを誘うことも。
　代表的なものに、尾張万歳や知多万歳がありま
す。正月になると基本的には２人１組で、遠くは関東
まで各地の家々を訪問し、門や玄関で披露しまし
た。また、太夫１人と複数人の才蔵が１組となりお座
敷や舞台で披露する御殿万歳、三味線や胡弓を用
いてにぎやかに披露する三曲万歳などもあり、バリ
エーション豊かです。
　いよいよお正月ですね。ぜひ皆さんも万歳でめ
でたく新年を迎えましょう。

今日は、音楽プラザでダンス練習。
楽器の練習で利用しているときは気づかなかったけど、
中リハーサル室は一面鏡になっていて、ダンスの練
習にも最適でした！
発表会に向けて、立ち位置や振り付けの最終確認が
できて、みんなの気持ちも団結♪

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

＃名古屋市音楽プラザ ＃ダンス　＃中リハーサル室
＃大きい鏡　＃団結力　＃ダンス練習　＃舞台芸術
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

万歳（萬歳）

日本特殊陶業市民会館（名古屋市民会館）では、50周年を記念して
様々なコンテンツを公開しています。今回のにじいろでは、その中身をご紹介！

名古屋市民会館50周年記念コンテンツ紹介!!

建替前から完成に至るまで、そして開館してから今日ま
での市民会館の50年の歴史を動画と写真で紹介します。

50周年記念特設サイト

50周年記念特設サイトURL
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
50th_anniversary/

市民会館ヒストリー

YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」

今まで市民会館をご利用いただいてきた団体のみなさ
んや、著名人のみなさんからのお祝いメッセージを公
開しています。

50th Anniversary Message

10/1に開催したイベントの映像を公開中。煌びやかな
イルミネーションと感動的な朗読をお楽しみいただけ
ます。

イルミネーションライトアップイベント

10/1に開催した「うたフェスなごや2022」出演団体の
歌唱映像を公開しています。

うたフェスなごや2022

会館内に展示・保管されている美術品を動画と写真で
紹介します。

美術品バーチャルツアー

開催
予告

市民会館 オープンミュージアム

【12月上旬公開】

【12月上旬公開】

※参加方法等の詳細は、12月より配布のチラシ・HPを
　ご確認ください。

館内の美術品をご自由にご覧いただけます。
【日時：2022年12月19日（月）10:00～11:30】

特設サイトでは、この他にも想い出・未来エピソード
やイベントラインナップなども公開中！

その他にも、市民会館・音楽プラザの動画を公開して
います！ぜひチャンネル登録をしてご覧ください♪

YouTubeサイトで
「かなやまにじいろ」と検索！

市民会館
ヒストリー

美術品
バーチャル
ツアー

イベント
ラインナップ

想い出・未来
エピソード 50th

Anniversary
Message

イルミ
ネーション
ライトアップ
イベント

うたフェス
なごや
2022

入場無料/事前申込不要
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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

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00
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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

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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(金)
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(金)
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(土)

(月)
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愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00



INFORMATION
インフォメーション

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 点検日や初日抽選日、イベントの開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00

INFORMATION
インフォメーション

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 点検日や初日抽選日、イベントの開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00

INFORMATION
インフォメーション

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 点検日や初日抽選日、イベントの開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00
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Nijiiro Report

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

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

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧
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〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

お
得
に
満
喫

に
じ
い
ろ
ク
ー
ポ
ン

19

19
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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

　名古屋市民会館との出会いは６年前。市民会館への転
職を機に名古屋へ移り住みました。今年、50周年という
長い歴史を持つこの会館に、昔から慣れ親しんできたみ
なさんと比べると、私の市民会館での想い出はまだまだ
浅いものです。
　先日、「想い出・未来エピソード」に応募された作品が
発表されました。歴史が長い分だけ想い出もたくさんあ
るのだろうと感じるとともに、私自身の過去の想い出も
蘇ってきました。学生時代に吹奏楽コンクールや演奏会
で、地元の会館を利用していたことや、大好きなアー
ティストのライブに行くのが生きがいだったこと。ホー
ルは私自身が楽しさも、悔しさも感じてきた場所だから
こそ、エピソードに共感できる部分や、途中、思わず涙ぐ

んでしまう場面があり
ました。50周年イベン
トも、会館での大切な
想い出の一つです。

Writer  迫田

出典：テイルズオブアライズ出典：テイルズオブアライズ

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

いよいよ紅白歌合戦の季節！10代の頃は「見るのはダサい」
という風潮があったため見ないことが多かったものの、ある
年に最初から最後までしっかり見てみたら意外におもしろい
と気づき、虜に。特にグッとくる点は、普段なら知らないまま
のこと（NHKの最新技術・コラボで出てくる自分はチェック
していない分野で有名なアーティスト・中継先の素敵な場所
など）を知る機会になることです。今年は誰が出るのかな？ワ
クワクしています♪

　一風変わってゲームの名言を。反乱の疑いで殺
されてしまったロウの父ジルファ。国の領将（スル
ド）の企みで密告を行い、陥れたことで、ロウとア
ルフェン達は領将の城に乗り込んだ。仇を領将に
打ち、自暴自棄になったロウに対し、こんな世界
を変えるために一緒に旅をしないかと誘うアル
フェン。ジルファが最後に残した言葉を借りなが
ら言ったセリフだ。ロウは一度、敵陣に手を染め、
生き別れた父と争い、領将の裏切りにより父を殺
されてしまう。やってきたことは間違いだったが、
罪を背負いながらもやり直していくと決意し、ア
ルフェン達とともに旅へ出るのであった。

　誰しも失敗や過ちはあるが、そ
こで諦めたら進めない。しっかりと
受け止め、背負いながら前に進み
続ける。とても勇気づけられるセリ
フです。

　扇子を持っておめでたい詞を述べる太夫と、鼓
を打ちながら合いの手を入れる才蔵が、台詞を掛
け合いながら舞い、新年の訪れを祝い家内安全・
繁栄を願う民俗芸能です。滑稽な台詞と仕草で笑
いを誘うことも。
　代表的なものに、尾張万歳や知多万歳がありま
す。正月になると基本的には２人１組で、遠くは関東
まで各地の家々を訪問し、門や玄関で披露しまし
た。また、太夫１人と複数人の才蔵が１組となりお座
敷や舞台で披露する御殿万歳、三味線や胡弓を用
いてにぎやかに披露する三曲万歳などもあり、バリ
エーション豊かです。
　いよいよお正月ですね。ぜひ皆さんも万歳でめ
でたく新年を迎えましょう。

今日は、音楽プラザでダンス練習。
楽器の練習で利用しているときは気づかなかったけど、
中リハーサル室は一面鏡になっていて、ダンスの練
習にも最適でした！
発表会に向けて、立ち位置や振り付けの最終確認が
できて、みんなの気持ちも団結♪

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

＃名古屋市音楽プラザ ＃ダンス　＃中リハーサル室
＃大きい鏡　＃団結力　＃ダンス練習　＃舞台芸術
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

万歳（萬歳）

日本特殊陶業市民会館（名古屋市民会館）では、50周年を記念して
様々なコンテンツを公開しています。今回のにじいろでは、その中身をご紹介！

名古屋市民会館50周年記念コンテンツ紹介!!

建替前から完成に至るまで、そして開館してから今日ま
での市民会館の50年の歴史を動画と写真で紹介します。

50周年記念特設サイト

50周年記念特設サイトURL
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
50th_anniversary/

市民会館ヒストリー

YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」

今まで市民会館をご利用いただいてきた団体のみなさ
んや、著名人のみなさんからのお祝いメッセージを公
開しています。

50th Anniversary Message

10/1に開催したイベントの映像を公開中。煌びやかな
イルミネーションと感動的な朗読をお楽しみいただけ
ます。

イルミネーションライトアップイベント

10/1に開催した「うたフェスなごや2022」出演団体の
歌唱映像を公開しています。

うたフェスなごや2022

会館内に展示・保管されている美術品を動画と写真で
紹介します。

美術品バーチャルツアー

開催
予告

市民会館 オープンミュージアム

【12月上旬公開】

【12月上旬公開】

※参加方法等の詳細は、12月より配布のチラシ・HPを
　ご確認ください。

館内の美術品をご自由にご覧いただけます。
【日時：2022年12月19日（月）10:00～11:30】

特設サイトでは、この他にも想い出・未来エピソード
やイベントラインナップなども公開中！

その他にも、市民会館・音楽プラザの動画を公開して
います！ぜひチャンネル登録をしてご覧ください♪

YouTubeサイトで
「かなやまにじいろ」と検索！

市民会館
ヒストリー

美術品
バーチャル
ツアー

イベント
ラインナップ

想い出・未来
エピソード 50th

Anniversary
Message

イルミ
ネーション
ライトアップ
イベント

うたフェス
なごや
2022

入場無料/事前申込不要

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

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00

INFORMATION
インフォメーション

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

VILLAGE HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM
& NAGOYACITY MUSIC PLAZA

※本券を切取ってお使いください。(コピー不可）
※本券のご利用は有効期間内のみ、1回限りとさせていただきます。
※予告なしに営業時間や休業日が変更になる場合がございます。　

本券は「にじいろ」裏面記載の店舗でご利用いただける共通クーポン券です

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫

市民会館・音楽プラザ［公式ＳＮＳアカウント］

かなやまにじいろ 検 索

劇場のヒミツがわかるツアー動画や
楽しい動画をアップしています。

日本特殊陶業市民会館 検 索

今年50周年を迎える市民会館で
撮影した写真をアップしています。

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 検 索

Facebook 点検日や初日抽選日、イベントの開催情報などを掲載しています。

【QRコードを読み取るか、それぞれのキーワードで検索してください】

いいね・フォロー・チャンネル登録など、ぜひよろしくお願いします

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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(土)
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(金)
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(木)

(土)

(月)
(火)
(水)

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00
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Nijiiro Report

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

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

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

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

　名古屋市民会館との出会いは６年前。市民会館への転
職を機に名古屋へ移り住みました。今年、50周年という
長い歴史を持つこの会館に、昔から慣れ親しんできたみ
なさんと比べると、私の市民会館での想い出はまだまだ
浅いものです。
　先日、「想い出・未来エピソード」に応募された作品が
発表されました。歴史が長い分だけ想い出もたくさんあ
るのだろうと感じるとともに、私自身の過去の想い出も
蘇ってきました。学生時代に吹奏楽コンクールや演奏会
で、地元の会館を利用していたことや、大好きなアー
ティストのライブに行くのが生きがいだったこと。ホー
ルは私自身が楽しさも、悔しさも感じてきた場所だから
こそ、エピソードに共感できる部分や、途中、思わず涙ぐ

んでしまう場面があり
ました。50周年イベン
トも、会館での大切な
想い出の一つです。

Writer  迫田

出典：テイルズオブアライズ出典：テイルズオブアライズ

﹇
担
当
・
村
瀬
﹈

いよいよ紅白歌合戦の季節！10代の頃は「見るのはダサい」
という風潮があったため見ないことが多かったものの、ある
年に最初から最後までしっかり見てみたら意外におもしろい
と気づき、虜に。特にグッとくる点は、普段なら知らないまま
のこと（NHKの最新技術・コラボで出てくる自分はチェック
していない分野で有名なアーティスト・中継先の素敵な場所
など）を知る機会になることです。今年は誰が出るのかな？ワ
クワクしています♪

　一風変わってゲームの名言を。反乱の疑いで殺
されてしまったロウの父ジルファ。国の領将（スル
ド）の企みで密告を行い、陥れたことで、ロウとア
ルフェン達は領将の城に乗り込んだ。仇を領将に
打ち、自暴自棄になったロウに対し、こんな世界
を変えるために一緒に旅をしないかと誘うアル
フェン。ジルファが最後に残した言葉を借りなが
ら言ったセリフだ。ロウは一度、敵陣に手を染め、
生き別れた父と争い、領将の裏切りにより父を殺
されてしまう。やってきたことは間違いだったが、
罪を背負いながらもやり直していくと決意し、ア
ルフェン達とともに旅へ出るのであった。

　誰しも失敗や過ちはあるが、そ
こで諦めたら進めない。しっかりと
受け止め、背負いながら前に進み
続ける。とても勇気づけられるセリ
フです。

　扇子を持っておめでたい詞を述べる太夫と、鼓
を打ちながら合いの手を入れる才蔵が、台詞を掛
け合いながら舞い、新年の訪れを祝い家内安全・
繁栄を願う民俗芸能です。滑稽な台詞と仕草で笑
いを誘うことも。
　代表的なものに、尾張万歳や知多万歳がありま
す。正月になると基本的には２人１組で、遠くは関東
まで各地の家々を訪問し、門や玄関で披露しまし
た。また、太夫１人と複数人の才蔵が１組となりお座
敷や舞台で披露する御殿万歳、三味線や胡弓を用
いてにぎやかに披露する三曲万歳などもあり、バリ
エーション豊かです。
　いよいよお正月ですね。ぜひ皆さんも万歳でめ
でたく新年を迎えましょう。

今日は、音楽プラザでダンス練習。
楽器の練習で利用しているときは気づかなかったけど、
中リハーサル室は一面鏡になっていて、ダンスの練
習にも最適でした！
発表会に向けて、立ち位置や振り付けの最終確認が
できて、みんなの気持ちも団結♪

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

過ちはやり直せる、
諦めない限り

いつかは壁を壊せる

＃名古屋市音楽プラザ ＃ダンス　＃中リハーサル室
＃大きい鏡　＃団結力　＃ダンス練習　＃舞台芸術
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

万歳（萬歳）

日本特殊陶業市民会館（名古屋市民会館）では、50周年を記念して
様々なコンテンツを公開しています。今回のにじいろでは、その中身をご紹介！

名古屋市民会館50周年記念コンテンツ紹介!!

建替前から完成に至るまで、そして開館してから今日ま
での市民会館の50年の歴史を動画と写真で紹介します。

50周年記念特設サイト

50周年記念特設サイトURL
https://nagoya-shimin.hall-info.jp/
50th_anniversary/

市民会館ヒストリー

YouTubeチャンネル「かなやまにじいろ」

今まで市民会館をご利用いただいてきた団体のみなさ
んや、著名人のみなさんからのお祝いメッセージを公
開しています。

50th Anniversary Message

10/1に開催したイベントの映像を公開中。煌びやかな
イルミネーションと感動的な朗読をお楽しみいただけ
ます。

イルミネーションライトアップイベント

10/1に開催した「うたフェスなごや2022」出演団体の
歌唱映像を公開しています。

うたフェスなごや2022

会館内に展示・保管されている美術品を動画と写真で
紹介します。

美術品バーチャルツアー

開催
予告

市民会館 オープンミュージアム

【12月上旬公開】

【12月上旬公開】

※参加方法等の詳細は、12月より配布のチラシ・HPを
　ご確認ください。

館内の美術品をご自由にご覧いただけます。
【日時：2022年12月19日（月）10:00～11:30】

特設サイトでは、この他にも想い出・未来エピソード
やイベントラインナップなども公開中！

その他にも、市民会館・音楽プラザの動画を公開して
います！ぜひチャンネル登録をしてご覧ください♪

YouTubeサイトで
「かなやまにじいろ」と検索！

市民会館
ヒストリー

美術品
バーチャル
ツアー

イベント
ラインナップ

想い出・未来
エピソード 50th

Anniversary
Message

イルミ
ネーション
ライトアップ
イベント

うたフェス
なごや
2022

入場無料/事前申込不要

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

12EVENTGUIDE 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。12月の催事案内 2022.

11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。

11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

12月1日(木) 12月1日(木)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆年末年始
　休館日

2022年(令和4年)12月29日(木)
　　～2023年(令和5年)1月3日(火)

◆点検日 12月5日（月）・19日（月）・26日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 1月分

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年） 7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） 7月分
・音楽以外の舞台芸術の練習 ▶ 2023年（令和5年） 3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） 3月分
・会社・サークル活動による使用 ▶ 2023年（令和5年） 1月分

※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

［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
第84回市民会館名曲シリーズ
欧州音楽紀行Ⅳ ロシア

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
プラチナ席 ￥7,900 ～ D席 ￥1,600 ほか

［ 日時：12月1日（木）18：45開演 ］

第507回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シベリウス

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

愛知県芸術劇場コンサートホール
S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時:12月9日（金）18：45開演／10日（土）16：00開演 ］

指揮：ダミアン・イオリオ
ヴァイオリン：弓新*
・ムソルグスキー［ショスタコーヴィチ編］： 歌劇
 『ホヴァンシチナ』前奏曲（モスクワ河の夜明け）
・ショスタコーヴィチ：ヴァイオリン協奏曲第1番*
・チャイコフスキー：交響曲第6番『悲愴』

▶出演者

▶プログラム

指揮：川瀬賢太郎　　サクソフォン：上野耕平*
・武満徹：波の盆
・リュエフ：サクソフォン小協奏曲*
・坂田直樹：盗まれた地平－ソプラノ・サクソフォン
  と管弦楽のための［委嘱新作・世界初演］*
・シベリウス：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

2022 日本のうたごえ全国交流会

大石昌良の弾き語りラボ2022

ゆうぎかい

OKAMURA TAKAKO Special Live 2022
Christmas Picnic

ミュージカル「クリスマス・キャロル」

Kusunoki Tomori Birthday Live 2022

access 30th Anniversary TOUR 2022
primitive heart

與真司郎
Birthday & Christmas Talk Show 2022

小藪大説教
～あなたの悩みを説教全開で解決しまくる
2時間30分を名古屋で!～

名古屋商科大学吹奏楽部　第36回定期演奏会

第４９回　定期演奏会

越智インターナショナルバレエ「くるみ割り人形」
スペシャル全幕

ヴィクトワールバレエコンペティション名古屋
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愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

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

名古屋文化幼稚園
052-962-9116

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　

テレビ愛知/穴吹エンタープライズ
（問）テレビ愛知事業部
052-229-6030
クラシック名古屋
052-678-5310

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

＠-Information　
https://supportform.jp/a-information
（営業時間  平日10:00～17:00）

吉本興業株式会社
052-252-7250

名古屋商科大学吹奏楽部
0561-73-2111

名古屋経済大学高蔵高等学校吹奏楽部
052-853-0050

越智インターナショナルバレエ
052-481-4488

株式会社ヴィクトワールバレエ企画
06-6351-5224

関係者のみ

①関係者のみ
②全自由席:一般 2,000円
高校生以下/障がい者/介助者
1,000円

関係者のみ

全席指定:5,800円

要入場券

指定:9,000円

全席指定
S席:8,000円
A席:7,000円

全席指定:7,300円

全席指定:10,800円

全席指定:6,200円

全席指定
前売:3,500円
当日:4,000円

無料

700円

全指定席:4,000円

2,500円

12:00～19:10

①10:00～17:20
②19:30～21:00

10:00～15:40

18:30～未定

9:25～16:10

18:00～未定

18:30～20:30

19:00～未定

17:30～未定

①12:30～未定
②17:00～未定

18:30～21:00

18:00～20:15

18:00～20:00

17:30～19:30

16:00～20:00
10:00～20:00
10:00～20:00

第84回市民会館名曲シリーズ
〈欧州音楽紀行Ⅳ ロシア〉

2022 日本のうたごえ全国交流会

KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR

2022　日本のうたごえ全国交流会

安全経営あいち推進大会2022

THE G.S 栄光のグループサウンズ

さだまさしコンサートツアー2022～孤悲～
追加公演

BUCK-TICK TOUR THE BEST
35th anniv.

Repezen Foxx
チャンネル登録 1000万人いくまで終わらない
ライブツアー2022

名古屋芸術大学ウインドシンフォニー
第2回定期演奏会

BLUE NOTE TOKYO presents 
上原ひろみ JAPAN TOUR 2022 
“SAVE LIVE MUSIC FINAL”

なごやかクラブ研修会

劇団飛行船マスクプレイミュージカル
「ジャックと豆の木」

ベネッセの英語コンサート　冬公演
English Concert for Kids
『WONDERFUL CHRISTMAS CANDLE』

billboard classics
MAKI OHGURO 30th Anniversary☆
Symphonic Tour 2022 ～SPARKLE～
大黒摩季 × 栁澤寿男
MAKI’s Formal♡そしてあなたも私も
PRINCE♠ & PRINCESS♥

クリスマス・スペシャルコンサート

市民の「第九」コンサート２０２２

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　中学校の部

2022年度愛知県アンサンブルコンテスト
名古屋地区大会　高等学校の部

年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火) 年末年始休館日：12月29日(木)～1月3日(火)
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（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）

愛知のうたごえ協議会　052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会　03-3200-0106

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

愛知のうたごえ協議会
052-351-2618
日本のうたごえ全国協議会
03-3200-0106

愛知労働局　052-972-0255

MIN-ON中部センター　052-951-5391

東海ラジオ放送事業部　
052-962-6151
（平日・10:00～12:00、13:00～17:00）

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

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)

名古屋芸術大学
0568-21-5141

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

公益社団法人名古屋市老人クラブ連合会
052-991-7734

日本特殊陶業株式会社
(問)日本特殊陶業市民会館
052-331-2141

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

ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）
（問）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）

市民の「第九」コンサート実行委員会
052-203-8044

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-352-0151

愛知県高等学校吹奏楽連盟　名古屋支部
052-652-5858

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

関係者のみ

全席指定:8,500円

全指定席
一般 A:3,500円 B:3,000円
高校生以下/障がい者/介助者
A:2,500円 B:2,000円

無料

S席:6,000円　A席:5,000円

全席指定:8,800円
車いす席:8,800円
ユースチケット:3,300円

全席指定:9,900円

全席指定:5,800円

1,000円

全席指定
S席:8,500円
A席:7,500円

関係者のみ

無料（要招待券）
※3歳未満膝上鑑賞可
3歳以上1名としてカウント

全席指定:3,580円
（一般価格）

全席指定:11,000円

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

S席:4,000円
A席:3,500円

自由席:500円

自由席:800円

18:45～20:45

12:00～18:30

18:00～未定

14:30～17:00

13:30～16:00

15:00～17:00

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:00～未定

18:45～20:30

19:00～未定

13:00～15:25

①11:00～12:45
②14:30～16:15

①11:15～12:30
②13:45～15:00
③16:15～17:35

18:30～未定

18:45～20:45

16:00～17:30

9:45～17:00

9:25～17:00


