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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

　イベントで度々訪れている市民会館。中でも記憶に残っ
ている公演は2008年に見たお笑いライブです。
　当時の私は自他ともに認めるお笑い通で、特に関西の
しゃべくり漫才に傾倒する上方漫才至上主義者。大好きな
関西の漫才師が出演するため「東西お笑い大集合」とサブ
タイトルがついた公演を見に行きました。
　そこに出演していた関東の雄がサンドウィッチマン。一
言ボケると、会場の空気がドッと揺れることがわかるほど
の爆笑を取り、その笑いの波が収まるギリギリのタイミン
グで一言ツッコみ、また爆笑。5秒に1回笑いを取る、その
スピード感と無駄のない台詞。頭の中にあるベルリンの壁
が崩壊した感覚に陥った経験は鮮明に覚えています。

TVでもネットでも漫
才は見られても、やっぱ
りナマで見るべきと痛
感した出来事でした。

Writer  村瀬

出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）
出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）
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あけましておめでとうございます‼1年前の年末年始は親知
らずが痛み出し、年が明けてすぐに抜歯をしたことを思い出
しました。抜歯前は恐怖心ばかりでおびえていましたが、抜い
てみると案外すっきり、長年抱えていたものが取り除かれた
ような気持ちになりました。なにごとも、行動すればうまくい
くものと信じて「まずはやってみる」を目標に、今年も1年楽し
みたいと思います♪2023年もみなさんに福が訪れますよう
に…！

　今の時代、人の感情を言葉で表し、ネットを通じて気
軽に投稿し、つぶやくことができる。また投稿したもの、
つぶやいたものが誰でも見られるようになっている。
　江戸川コナン率いる少年探偵団たちが冬の新潟
県に訪れていた。夜にスノーモービルで遊んでいた
元太と光彦と歩美、かなり遠くへ行ってしまい、ス
ノーモービルが動かなくなってしまった。元太と光彦
が言い合いをしていた矢先、駆けつけたコナンが仲
介し一喝したセリフだ。
　言葉の選び方ひとつで、人の心を傷つけ、信頼を
失うこともある。またそれがきっかけで、大切な人を
失くしてしまうことも。日常の発言や、ネットを通じた

投稿の言葉選びが重要視され、一度
出してしまった言葉は取り戻しがつ
かない。言葉の使い方をより一層考
えるべきではないだろうか。

　あごの上に撥や板や茶碗を積み上げていく技
や、ジャグリングのように撥や小刀を複数人で投げ
分ける技、獅子舞など披露する祝福芸の一種です。
かつてお正月に海老一染之助・染太郎が傘の上に
升を乗せて回し「おめでと～ございます！！」と決め
台詞を放っていたことを覚えている方も多いで
しょう…それが、太神楽です。
　江戸時代に伊勢神宮や熱田神宮の神官の子弟
らが獅子頭を持って各地を回ったことがルーツと
いわれています。神への奉納・信仰や疫病退散を
目的としていたものの、熱田神宮系が江戸に定着
した後、室内芸となっていき、やがてエンタメ要素
のある寄席芸へ発展していったそうです。
※伊勢神宮系は現在も神事芸能として活動しています。

音楽プラザ1F事務室周りに飾ってある、季節の作品
紹介第2弾‼
毎月、旬のお花や動物などの作品を見て、楽しい気
持ちになります♪
11月に飾ってあった「柿」を見て、練習終わりにスー
パーで買って帰ったなぁ～。
今後の作品も楽しみに、今日も練習頑張るぞ！

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

＃名古屋市音楽プラザ ＃季節感　＃折り紙　＃柿　＃お花
＃食欲の秋　＃ハロウィン　＃季節の飾り
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

太 神 楽

日　　時　2023年2月24日（金）　開場18：30　開演19：00
場　　所　音楽プラザ　1Fサロン
募集期間　1/10（火）～1/27（金）必着
応募方法　①ちらし応募申込欄に記入のうえ、郵送・FAX・来館いずれかで申込
　　　　　②住所、氏名、電話番号を明記のうえ、メールで申込
　　　　　応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目４番１０号
　　　　　　　　　名古屋市音楽プラザ管理事務室
　　　　　　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

毎年恒例の「防災・減災コンサート」を開催します。
いざという時に備えて、防災・減災について一緒に学びましょう！

名古屋演奏家育成塾にて最高点の名古屋市長賞を受賞した世古藍による
ピアノソロリサイタルを開催します。

防災・減災コンサート

世古藍 ピアノソロ リサイタル ～ピアノが誘う名曲の調べ～

だいかぐら

日　　時　2023年3月10日（金）
　　　　　開場12：30/開演13：30

場　　所　市民会館　フォレストホール

出　　演　愛知県警察音楽隊
　　　　　ポッカレモン消防音楽隊

開催内容　コンサート、防災講話
　　　　　シェイクアウト訓練等

募集期間　1/10（火）～2/17（金）必着

応募方法

※メールで申込の場合は件名に「防災減災コンサート申込」と明記
※1応募につき2名まで申込可
※応募多数の場合は抽選。郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。

【参加無料／要事前応募制（定員800名）】

【参加無料／要事前応募制（定員40名）】

※メールで申込の場合は件名に「２月２４日サロンコンサート申込」と明記
※１応募につき１名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。
※締切後一週間以内に抽選結果を記載したはがきを発送します。

①氏名 ②代表者住所 ③代表者電話番号をご記入のうえ、
はがきまたは電子メールにてお申込ください。
応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　日本特殊陶業市民会館「防災・減災コンサート」係
　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心
がけて参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀新年
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　　　　  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

　イベントで度々訪れている市民会館。中でも記憶に残っ
ている公演は2008年に見たお笑いライブです。
　当時の私は自他ともに認めるお笑い通で、特に関西の
しゃべくり漫才に傾倒する上方漫才至上主義者。大好きな
関西の漫才師が出演するため「東西お笑い大集合」とサブ
タイトルがついた公演を見に行きました。
　そこに出演していた関東の雄がサンドウィッチマン。一
言ボケると、会場の空気がドッと揺れることがわかるほど
の爆笑を取り、その笑いの波が収まるギリギリのタイミン
グで一言ツッコみ、また爆笑。5秒に1回笑いを取る、その
スピード感と無駄のない台詞。頭の中にあるベルリンの壁
が崩壊した感覚に陥った経験は鮮明に覚えています。

TVでもネットでも漫
才は見られても、やっぱ
りナマで見るべきと痛
感した出来事でした。

Writer  村瀬

出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）
出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）
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あけましておめでとうございます‼1年前の年末年始は親知
らずが痛み出し、年が明けてすぐに抜歯をしたことを思い出
しました。抜歯前は恐怖心ばかりでおびえていましたが、抜い
てみると案外すっきり、長年抱えていたものが取り除かれた
ような気持ちになりました。なにごとも、行動すればうまくい
くものと信じて「まずはやってみる」を目標に、今年も1年楽し
みたいと思います♪2023年もみなさんに福が訪れますよう
に…！

　今の時代、人の感情を言葉で表し、ネットを通じて気
軽に投稿し、つぶやくことができる。また投稿したもの、
つぶやいたものが誰でも見られるようになっている。
　江戸川コナン率いる少年探偵団たちが冬の新潟
県に訪れていた。夜にスノーモービルで遊んでいた
元太と光彦と歩美、かなり遠くへ行ってしまい、ス
ノーモービルが動かなくなってしまった。元太と光彦
が言い合いをしていた矢先、駆けつけたコナンが仲
介し一喝したセリフだ。
　言葉の選び方ひとつで、人の心を傷つけ、信頼を
失うこともある。またそれがきっかけで、大切な人を
失くしてしまうことも。日常の発言や、ネットを通じた

投稿の言葉選びが重要視され、一度
出してしまった言葉は取り戻しがつ
かない。言葉の使い方をより一層考
えるべきではないだろうか。

　あごの上に撥や板や茶碗を積み上げていく技
や、ジャグリングのように撥や小刀を複数人で投げ
分ける技、獅子舞など披露する祝福芸の一種です。
かつてお正月に海老一染之助・染太郎が傘の上に
升を乗せて回し「おめでと～ございます！！」と決め
台詞を放っていたことを覚えている方も多いで
しょう…それが、太神楽です。
　江戸時代に伊勢神宮や熱田神宮の神官の子弟
らが獅子頭を持って各地を回ったことがルーツと
いわれています。神への奉納・信仰や疫病退散を
目的としていたものの、熱田神宮系が江戸に定着
した後、室内芸となっていき、やがてエンタメ要素
のある寄席芸へ発展していったそうです。
※伊勢神宮系は現在も神事芸能として活動しています。

音楽プラザ1F事務室周りに飾ってある、季節の作品
紹介第2弾‼
毎月、旬のお花や動物などの作品を見て、楽しい気
持ちになります♪
11月に飾ってあった「柿」を見て、練習終わりにスー
パーで買って帰ったなぁ～。
今後の作品も楽しみに、今日も練習頑張るぞ！

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

＃名古屋市音楽プラザ ＃季節感　＃折り紙　＃柿　＃お花
＃食欲の秋　＃ハロウィン　＃季節の飾り
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

太 神 楽

日　　時　2023年2月24日（金）　開場18：30　開演19：00
場　　所　音楽プラザ　1Fサロン
募集期間　1/10（火）～1/27（金）必着
応募方法　①ちらし応募申込欄に記入のうえ、郵送・FAX・来館いずれかで申込
　　　　　②住所、氏名、電話番号を明記のうえ、メールで申込
　　　　　応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目４番１０号
　　　　　　　　　名古屋市音楽プラザ管理事務室
　　　　　　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

毎年恒例の「防災・減災コンサート」を開催します。
いざという時に備えて、防災・減災について一緒に学びましょう！

名古屋演奏家育成塾にて最高点の名古屋市長賞を受賞した世古藍による
ピアノソロリサイタルを開催します。

防災・減災コンサート

世古藍 ピアノソロ リサイタル ～ピアノが誘う名曲の調べ～

だいかぐら

日　　時　2023年3月10日（金）
　　　　　開場12：30/開演13：30

場　　所　市民会館　フォレストホール

出　　演　愛知県警察音楽隊
　　　　　ポッカレモン消防音楽隊

開催内容　コンサート、防災講話
　　　　　シェイクアウト訓練等

募集期間　1/10（火）～2/17（金）必着

応募方法

※メールで申込の場合は件名に「防災減災コンサート申込」と明記
※1応募につき2名まで申込可
※応募多数の場合は抽選。郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。

【参加無料／要事前応募制（定員800名）】

【参加無料／要事前応募制（定員40名）】

※メールで申込の場合は件名に「２月２４日サロンコンサート申込」と明記
※１応募につき１名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。
※締切後一週間以内に抽選結果を記載したはがきを発送します。

①氏名 ②代表者住所 ③代表者電話番号をご記入のうえ、
はがきまたは電子メールにてお申込ください。
応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　日本特殊陶業市民会館「防災・減災コンサート」係
　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心
がけて参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

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

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
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記

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

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※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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世古藍 ピアノソロ リサイタル ～ピアノが誘う名曲の調べ～

だいかぐら

日　　時　2023年3月10日（金）
　　　　　開場12：30/開演13：30

場　　所　市民会館　フォレストホール

出　　演　愛知県警察音楽隊
　　　　　ポッカレモン消防音楽隊

開催内容　コンサート、防災講話
　　　　　シェイクアウト訓練等

募集期間　1/10（火）～2/17（金）必着

応募方法

※メールで申込の場合は件名に「防災減災コンサート申込」と明記
※1応募につき2名まで申込可
※応募多数の場合は抽選。郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。

【参加無料／要事前応募制（定員800名）】

【参加無料／要事前応募制（定員40名）】

※メールで申込の場合は件名に「２月２４日サロンコンサート申込」と明記
※１応募につき１名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。
※締切後一週間以内に抽選結果を記載したはがきを発送します。

①氏名 ②代表者住所 ③代表者電話番号をご記入のうえ、
はがきまたは電子メールにてお申込ください。
応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　日本特殊陶業市民会館「防災・減災コンサート」係
　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心
がけて参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀新年
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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

　イベントで度々訪れている市民会館。中でも記憶に残っ
ている公演は2008年に見たお笑いライブです。
　当時の私は自他ともに認めるお笑い通で、特に関西の
しゃべくり漫才に傾倒する上方漫才至上主義者。大好きな
関西の漫才師が出演するため「東西お笑い大集合」とサブ
タイトルがついた公演を見に行きました。
　そこに出演していた関東の雄がサンドウィッチマン。一
言ボケると、会場の空気がドッと揺れることがわかるほど
の爆笑を取り、その笑いの波が収まるギリギリのタイミン
グで一言ツッコみ、また爆笑。5秒に1回笑いを取る、その
スピード感と無駄のない台詞。頭の中にあるベルリンの壁
が崩壊した感覚に陥った経験は鮮明に覚えています。

TVでもネットでも漫
才は見られても、やっぱ
りナマで見るべきと痛
感した出来事でした。

Writer  村瀬

出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）
出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

あけましておめでとうございます‼1年前の年末年始は親知
らずが痛み出し、年が明けてすぐに抜歯をしたことを思い出
しました。抜歯前は恐怖心ばかりでおびえていましたが、抜い
てみると案外すっきり、長年抱えていたものが取り除かれた
ような気持ちになりました。なにごとも、行動すればうまくい
くものと信じて「まずはやってみる」を目標に、今年も1年楽し
みたいと思います♪2023年もみなさんに福が訪れますよう
に…！

　今の時代、人の感情を言葉で表し、ネットを通じて気
軽に投稿し、つぶやくことができる。また投稿したもの、
つぶやいたものが誰でも見られるようになっている。
　江戸川コナン率いる少年探偵団たちが冬の新潟
県に訪れていた。夜にスノーモービルで遊んでいた
元太と光彦と歩美、かなり遠くへ行ってしまい、ス
ノーモービルが動かなくなってしまった。元太と光彦
が言い合いをしていた矢先、駆けつけたコナンが仲
介し一喝したセリフだ。
　言葉の選び方ひとつで、人の心を傷つけ、信頼を
失うこともある。またそれがきっかけで、大切な人を
失くしてしまうことも。日常の発言や、ネットを通じた

投稿の言葉選びが重要視され、一度
出してしまった言葉は取り戻しがつ
かない。言葉の使い方をより一層考
えるべきではないだろうか。

　あごの上に撥や板や茶碗を積み上げていく技
や、ジャグリングのように撥や小刀を複数人で投げ
分ける技、獅子舞など披露する祝福芸の一種です。
かつてお正月に海老一染之助・染太郎が傘の上に
升を乗せて回し「おめでと～ございます！！」と決め
台詞を放っていたことを覚えている方も多いで
しょう…それが、太神楽です。
　江戸時代に伊勢神宮や熱田神宮の神官の子弟
らが獅子頭を持って各地を回ったことがルーツと
いわれています。神への奉納・信仰や疫病退散を
目的としていたものの、熱田神宮系が江戸に定着
した後、室内芸となっていき、やがてエンタメ要素
のある寄席芸へ発展していったそうです。
※伊勢神宮系は現在も神事芸能として活動しています。

音楽プラザ1F事務室周りに飾ってある、季節の作品
紹介第2弾‼
毎月、旬のお花や動物などの作品を見て、楽しい気
持ちになります♪
11月に飾ってあった「柿」を見て、練習終わりにスー
パーで買って帰ったなぁ～。
今後の作品も楽しみに、今日も練習頑張るぞ！

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

＃名古屋市音楽プラザ ＃季節感　＃折り紙　＃柿　＃お花
＃食欲の秋　＃ハロウィン　＃季節の飾り
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

太 神 楽

日　　時　2023年2月24日（金）　開場18：30　開演19：00
場　　所　音楽プラザ　1Fサロン
募集期間　1/10（火）～1/27（金）必着
応募方法　①ちらし応募申込欄に記入のうえ、郵送・FAX・来館いずれかで申込
　　　　　②住所、氏名、電話番号を明記のうえ、メールで申込
　　　　　応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目４番１０号
　　　　　　　　　名古屋市音楽プラザ管理事務室
　　　　　　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

毎年恒例の「防災・減災コンサート」を開催します。
いざという時に備えて、防災・減災について一緒に学びましょう！

名古屋演奏家育成塾にて最高点の名古屋市長賞を受賞した世古藍による
ピアノソロリサイタルを開催します。

防災・減災コンサート

世古藍 ピアノソロ リサイタル ～ピアノが誘う名曲の調べ～

だいかぐら

日　　時　2023年3月10日（金）
　　　　　開場12：30/開演13：30

場　　所　市民会館　フォレストホール

出　　演　愛知県警察音楽隊
　　　　　ポッカレモン消防音楽隊

開催内容　コンサート、防災講話
　　　　　シェイクアウト訓練等

募集期間　1/10（火）～2/17（金）必着

応募方法

※メールで申込の場合は件名に「防災減災コンサート申込」と明記
※1応募につき2名まで申込可
※応募多数の場合は抽選。郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。

【参加無料／要事前応募制（定員800名）】

【参加無料／要事前応募制（定員40名）】

※メールで申込の場合は件名に「２月２４日サロンコンサート申込」と明記
※１応募につき１名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。
※締切後一週間以内に抽選結果を記載したはがきを発送します。

①氏名 ②代表者住所 ③代表者電話番号をご記入のうえ、
はがきまたは電子メールにてお申込ください。
応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　日本特殊陶業市民会館「防災・減災コンサート」係
　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心
がけて参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀新年

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

50周年を迎えた市民会館で撮影
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

1EVENTGUIDE 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。1月の催事案内 2023.

12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。

12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

1月5日(木) 1月5日(木)

◆点検日 1月4日（水）・30日（月） ◆点検日 1月16日（月）・23日（月）・30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 2月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）3月分

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

《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

1月22日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.3コレマデト×コレカラノ ４Seasons
※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。

［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3回こども名曲コンサート

＜オーケストラが奏でるおどり＞

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

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

［ 日時：1月9日（月・祝）14：00開演 ］

第508回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ニールセン

◆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:1月20日（金）18：45開演／21日（土）16：00開演 ］

指揮・お話：粟辻聡
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第1番
・チャイコフスキー：
  バレエ『白鳥の湖』より「情景」、「ワルツ」、
「四羽の白鳥の踊り」、「チャールダーシュ」
・ヒナステラ：バレエ『エスタンシア』組曲

▶出演者
▶プログラム

指揮：ロベルト・フォレス・ベセス
三味線：本條秀慈郎*
・シベリウス：交響詩『タピオラ』
・藤倉大：三味線協奏曲［管弦楽版］*
・ニールセン：交響曲第4番『不滅（消し難きもの）』

▶出演者

▶プログラム

中日個人重奏コンテスト名古屋支部大会
中学校の部

地球組コンサート
「アイツムギ、うたつむぎ」

NAGOYA NEW YEAR FESTIVAL

令和5年成人の日記念行事
二十歳 記念行事～2023～

4000マイルズ

第34回 日本の響き大地の舞 2023新春

影絵劇フェスティバル　全国縦断公演
「角笛シルエット劇場」

春風亭小朝　新春独演会

令和4年度　昭和保育園　生活発表会

岡本知高ソプラニスタコンサート2022-2023 
～響きの狂宴(うたげ)～

名演１月例会　文化座「炎の人」

山内惠介スペシャルサンクスコンサート2023
【ファンクラブ限定】

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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(金)
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(木)

(土)
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(火)

(木)

(金)

(土)
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(火)

(水)

(土)

(日)

愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円

14:00～未定

14:00～16:00

①15:00～未定

②18:30～未定

①12:00～未定

②15:30～未定

③19:00～未定

15:00～17:00

19:00～未定

14:00～16:00
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Nijiiro Report

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

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

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧
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有効期限/2023年1月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

不定休

営業時間

8 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00（L.O.21:30）

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

9 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00（L.O.21:30）

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

10 TIME BOX 〔時計・ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

11 Zoff〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

12 ELECOM〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

13 整体・骨盤カラダファクトリー〔整体・骨盤調整・もみほぐし〕
アスナル金山3F　●TEL.052-799-7739
　　　　  10:00～21:00(最終受付20：00)

整体・骨盤調整（APバランス）コース
60or100分ご利用で
10分施術延長

元日休業

営業時間

14 ジョイフル恵利〔着物レンタル・販売〕
アスナル金山3F
●TEL.052-324-6410 ●フリーダイヤル 0120-080-121
　　　　  10:00～21:00(平日電話受付11：00～)

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

5 にぼしらーめん88 〔煮干ラーメン専門店〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
　　　　  11:00～22:00 （L.O.21:40）

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

6 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　　  11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　※平日は15:00-16:30の間休業

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

7 メイリールー 〔レディスファッション〕
レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00営業時間

4 NANI回転小火鍋 〔火鍋・中華〕
アスナル金山1F　●TEL.052-228-0783
　　　　  11:00～23:00（ L.O.22:00）

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

桶
井

　イベントで度々訪れている市民会館。中でも記憶に残っ
ている公演は2008年に見たお笑いライブです。
　当時の私は自他ともに認めるお笑い通で、特に関西の
しゃべくり漫才に傾倒する上方漫才至上主義者。大好きな
関西の漫才師が出演するため「東西お笑い大集合」とサブ
タイトルがついた公演を見に行きました。
　そこに出演していた関東の雄がサンドウィッチマン。一
言ボケると、会場の空気がドッと揺れることがわかるほど
の爆笑を取り、その笑いの波が収まるギリギリのタイミン
グで一言ツッコみ、また爆笑。5秒に1回笑いを取る、その
スピード感と無駄のない台詞。頭の中にあるベルリンの壁
が崩壊した感覚に陥った経験は鮮明に覚えています。

TVでもネットでも漫
才は見られても、やっぱ
りナマで見るべきと痛
感した出来事でした。

Writer  村瀬

出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）
出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

あけましておめでとうございます‼1年前の年末年始は親知
らずが痛み出し、年が明けてすぐに抜歯をしたことを思い出
しました。抜歯前は恐怖心ばかりでおびえていましたが、抜い
てみると案外すっきり、長年抱えていたものが取り除かれた
ような気持ちになりました。なにごとも、行動すればうまくい
くものと信じて「まずはやってみる」を目標に、今年も1年楽し
みたいと思います♪2023年もみなさんに福が訪れますよう
に…！

　今の時代、人の感情を言葉で表し、ネットを通じて気
軽に投稿し、つぶやくことができる。また投稿したもの、
つぶやいたものが誰でも見られるようになっている。
　江戸川コナン率いる少年探偵団たちが冬の新潟
県に訪れていた。夜にスノーモービルで遊んでいた
元太と光彦と歩美、かなり遠くへ行ってしまい、ス
ノーモービルが動かなくなってしまった。元太と光彦
が言い合いをしていた矢先、駆けつけたコナンが仲
介し一喝したセリフだ。
　言葉の選び方ひとつで、人の心を傷つけ、信頼を
失うこともある。またそれがきっかけで、大切な人を
失くしてしまうことも。日常の発言や、ネットを通じた

投稿の言葉選びが重要視され、一度
出してしまった言葉は取り戻しがつ
かない。言葉の使い方をより一層考
えるべきではないだろうか。

　あごの上に撥や板や茶碗を積み上げていく技
や、ジャグリングのように撥や小刀を複数人で投げ
分ける技、獅子舞など披露する祝福芸の一種です。
かつてお正月に海老一染之助・染太郎が傘の上に
升を乗せて回し「おめでと～ございます！！」と決め
台詞を放っていたことを覚えている方も多いで
しょう…それが、太神楽です。
　江戸時代に伊勢神宮や熱田神宮の神官の子弟
らが獅子頭を持って各地を回ったことがルーツと
いわれています。神への奉納・信仰や疫病退散を
目的としていたものの、熱田神宮系が江戸に定着
した後、室内芸となっていき、やがてエンタメ要素
のある寄席芸へ発展していったそうです。
※伊勢神宮系は現在も神事芸能として活動しています。

音楽プラザ1F事務室周りに飾ってある、季節の作品
紹介第2弾‼
毎月、旬のお花や動物などの作品を見て、楽しい気
持ちになります♪
11月に飾ってあった「柿」を見て、練習終わりにスー
パーで買って帰ったなぁ～。
今後の作品も楽しみに、今日も練習頑張るぞ！

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

＃名古屋市音楽プラザ ＃季節感　＃折り紙　＃柿　＃お花
＃食欲の秋　＃ハロウィン　＃季節の飾り
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

太 神 楽

日　　時　2023年2月24日（金）　開場18：30　開演19：00
場　　所　音楽プラザ　1Fサロン
募集期間　1/10（火）～1/27（金）必着
応募方法　①ちらし応募申込欄に記入のうえ、郵送・FAX・来館いずれかで申込
　　　　　②住所、氏名、電話番号を明記のうえ、メールで申込
　　　　　応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目４番１０号
　　　　　　　　　名古屋市音楽プラザ管理事務室
　　　　　　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

毎年恒例の「防災・減災コンサート」を開催します。
いざという時に備えて、防災・減災について一緒に学びましょう！

名古屋演奏家育成塾にて最高点の名古屋市長賞を受賞した世古藍による
ピアノソロリサイタルを開催します。

防災・減災コンサート

世古藍 ピアノソロ リサイタル ～ピアノが誘う名曲の調べ～

だいかぐら

日　　時　2023年3月10日（金）
　　　　　開場12：30/開演13：30

場　　所　市民会館　フォレストホール

出　　演　愛知県警察音楽隊
　　　　　ポッカレモン消防音楽隊

開催内容　コンサート、防災講話
　　　　　シェイクアウト訓練等

募集期間　1/10（火）～2/17（金）必着

応募方法

※メールで申込の場合は件名に「防災減災コンサート申込」と明記
※1応募につき2名まで申込可
※応募多数の場合は抽選。郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。

【参加無料／要事前応募制（定員800名）】

【参加無料／要事前応募制（定員40名）】

※メールで申込の場合は件名に「２月２４日サロンコンサート申込」と明記
※１応募につき１名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。
※締切後一週間以内に抽選結果を記載したはがきを発送します。

①氏名 ②代表者住所 ③代表者電話番号をご記入のうえ、
はがきまたは電子メールにてお申込ください。
応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　日本特殊陶業市民会館「防災・減災コンサート」係
　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心
がけて参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀新年

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

50周年を迎えた市民会館で撮影
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

1EVENTGUIDE 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。1月の催事案内 2023.

12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。

12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

1月5日(木) 1月5日(木)

◆点検日 1月4日（水）・30日（月） ◆点検日 1月16日（月）・23日（月）・30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 2月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）3月分

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

《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

1月22日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.3コレマデト×コレカラノ ４Seasons
※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。

［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3回こども名曲コンサート

＜オーケストラが奏でるおどり＞

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

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

［ 日時：1月9日（月・祝）14：00開演 ］

第508回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ニールセン

◆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:1月20日（金）18：45開演／21日（土）16：00開演 ］

指揮・お話：粟辻聡
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第1番
・チャイコフスキー：
  バレエ『白鳥の湖』より「情景」、「ワルツ」、
「四羽の白鳥の踊り」、「チャールダーシュ」
・ヒナステラ：バレエ『エスタンシア』組曲

▶出演者
▶プログラム

指揮：ロベルト・フォレス・ベセス
三味線：本條秀慈郎*
・シベリウス：交響詩『タピオラ』
・藤倉大：三味線協奏曲［管弦楽版］*
・ニールセン：交響曲第4番『不滅（消し難きもの）』

▶出演者

▶プログラム

中日個人重奏コンテスト名古屋支部大会
中学校の部

地球組コンサート
「アイツムギ、うたつむぎ」

NAGOYA NEW YEAR FESTIVAL

令和5年成人の日記念行事
二十歳 記念行事～2023～

4000マイルズ

第34回 日本の響き大地の舞 2023新春

影絵劇フェスティバル　全国縦断公演
「角笛シルエット劇場」

春風亭小朝　新春独演会

令和4年度　昭和保育園　生活発表会

岡本知高ソプラニスタコンサート2022-2023 
～響きの狂宴(うたげ)～

名演１月例会　文化座「炎の人」

山内惠介スペシャルサンクスコンサート2023
【ファンクラブ限定】

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円

14:00～未定

14:00～16:00

①15:00～未定

②18:30～未定

①12:00～未定

②15:30～未定

③19:00～未定

15:00～17:00

19:00～未定

14:00～16:00
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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

50周年を迎えた市民会館で撮影
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

1EVENTGUIDE 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。1月の催事案内 2023.

12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。

12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

1月5日(木) 1月5日(木)

◆点検日 1月4日（水）・30日（月） ◆点検日 1月16日（月）・23日（月）・30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 2月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）3月分

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

《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

1月22日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.3コレマデト×コレカラノ ４Seasons
※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。

［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3回こども名曲コンサート

＜オーケストラが奏でるおどり＞

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

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

［ 日時：1月9日（月・祝）14：00開演 ］

第508回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ニールセン

◆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:1月20日（金）18：45開演／21日（土）16：00開演 ］

指揮・お話：粟辻聡
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第1番
・チャイコフスキー：
  バレエ『白鳥の湖』より「情景」、「ワルツ」、
「四羽の白鳥の踊り」、「チャールダーシュ」
・ヒナステラ：バレエ『エスタンシア』組曲

▶出演者
▶プログラム

指揮：ロベルト・フォレス・ベセス
三味線：本條秀慈郎*
・シベリウス：交響詩『タピオラ』
・藤倉大：三味線協奏曲［管弦楽版］*
・ニールセン：交響曲第4番『不滅（消し難きもの）』

▶出演者

▶プログラム

中日個人重奏コンテスト名古屋支部大会
中学校の部

地球組コンサート
「アイツムギ、うたつむぎ」

NAGOYA NEW YEAR FESTIVAL

令和5年成人の日記念行事
二十歳 記念行事～2023～

4000マイルズ

第34回 日本の響き大地の舞 2023新春

影絵劇フェスティバル　全国縦断公演
「角笛シルエット劇場」

春風亭小朝　新春独演会

令和4年度　昭和保育園　生活発表会

岡本知高ソプラニスタコンサート2022-2023 
～響きの狂宴(うたげ)～

名演１月例会　文化座「炎の人」

山内惠介スペシャルサンクスコンサート2023
【ファンクラブ限定】

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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(金)
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(日)

(月)
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(木)

(土)

(日)

(火)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(土)

(日)

愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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(日)

(水)
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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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円

14:00～未定

14:00～16:00

①15:00～未定

②18:30～未定

①12:00～未定

②15:30～未定

③19:00～未定

15:00～17:00

19:00～未定

14:00～16:00



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

50周年を迎えた市民会館で撮影
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

1EVENTGUIDE 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。1月の催事案内 2023.

12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。

12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

1月5日(木) 1月5日(木)

◆点検日 1月4日（水）・30日（月） ◆点検日 1月16日（月）・23日（月）・30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 2月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）3月分

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

《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

1月22日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.3コレマデト×コレカラノ ４Seasons
※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。

［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3回こども名曲コンサート

＜オーケストラが奏でるおどり＞

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

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

［ 日時：1月9日（月・祝）14：00開演 ］

第508回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ニールセン

◆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:1月20日（金）18：45開演／21日（土）16：00開演 ］

指揮・お話：粟辻聡
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第1番
・チャイコフスキー：
  バレエ『白鳥の湖』より「情景」、「ワルツ」、
「四羽の白鳥の踊り」、「チャールダーシュ」
・ヒナステラ：バレエ『エスタンシア』組曲

▶出演者
▶プログラム

指揮：ロベルト・フォレス・ベセス
三味線：本條秀慈郎*
・シベリウス：交響詩『タピオラ』
・藤倉大：三味線協奏曲［管弦楽版］*
・ニールセン：交響曲第4番『不滅（消し難きもの）』

▶出演者

▶プログラム

中日個人重奏コンテスト名古屋支部大会
中学校の部

地球組コンサート
「アイツムギ、うたつむぎ」

NAGOYA NEW YEAR FESTIVAL

令和5年成人の日記念行事
二十歳 記念行事～2023～

4000マイルズ

第34回 日本の響き大地の舞 2023新春

影絵劇フェスティバル　全国縦断公演
「角笛シルエット劇場」

春風亭小朝　新春独演会

令和4年度　昭和保育園　生活発表会

岡本知高ソプラニスタコンサート2022-2023 
～響きの狂宴(うたげ)～

名演１月例会　文化座「炎の人」

山内惠介スペシャルサンクスコンサート2023
【ファンクラブ限定】

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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(日)
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(水)
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(日)

(火)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(土)

(日)

愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円

14:00～未定

14:00～16:00

①15:00～未定

②18:30～未定

①12:00～未定

②15:30～未定

③19:00～未定

15:00～17:00

19:00～未定

14:00～16:00
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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

50周年を迎えた市民会館で撮影
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

1EVENTGUIDE 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。1月の催事案内 2023.

12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。

12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

1月5日(木) 1月5日(木)

◆点検日 1月4日（水）・30日（月） ◆点検日 1月16日（月）・23日（月）・30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 2月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）3月分

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

《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

1月22日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.3コレマデト×コレカラノ ４Seasons
※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。

［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3回こども名曲コンサート

＜オーケストラが奏でるおどり＞

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

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

［ 日時：1月9日（月・祝）14：00開演 ］

第508回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ニールセン

◆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:1月20日（金）18：45開演／21日（土）16：00開演 ］

指揮・お話：粟辻聡
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第1番
・チャイコフスキー：
  バレエ『白鳥の湖』より「情景」、「ワルツ」、
「四羽の白鳥の踊り」、「チャールダーシュ」
・ヒナステラ：バレエ『エスタンシア』組曲

▶出演者
▶プログラム

指揮：ロベルト・フォレス・ベセス
三味線：本條秀慈郎*
・シベリウス：交響詩『タピオラ』
・藤倉大：三味線協奏曲［管弦楽版］*
・ニールセン：交響曲第4番『不滅（消し難きもの）』

▶出演者

▶プログラム

中日個人重奏コンテスト名古屋支部大会
中学校の部

地球組コンサート
「アイツムギ、うたつむぎ」

NAGOYA NEW YEAR FESTIVAL

令和5年成人の日記念行事
二十歳 記念行事～2023～

4000マイルズ

第34回 日本の響き大地の舞 2023新春

影絵劇フェスティバル　全国縦断公演
「角笛シルエット劇場」

春風亭小朝　新春独演会

令和4年度　昭和保育園　生活発表会

岡本知高ソプラニスタコンサート2022-2023 
～響きの狂宴(うたげ)～

名演１月例会　文化座「炎の人」

山内惠介スペシャルサンクスコンサート2023
【ファンクラブ限定】

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円
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①15:00～未定
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※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。　
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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

50周年を迎えた市民会館で撮影
した写真をアップしています。
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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。

【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

1EVENTGUIDE 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。1月の催事案内 2023.

12月15日現在 催事の開催について
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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。

12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
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※当面の間、事前申込制に変更しております。
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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

1月5日(木) 1月5日(木)

◆点検日 1月4日（水）・30日（月） ◆点検日 1月16日（月）・23日（月）・30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 2月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）3月分

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

《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

1月22日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.3コレマデト×コレカラノ ４Seasons
※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。

［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3回こども名曲コンサート

＜オーケストラが奏でるおどり＞

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

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

［ 日時：1月9日（月・祝）14：00開演 ］

第508回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ニールセン

◆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:1月20日（金）18：45開演／21日（土）16：00開演 ］

指揮・お話：粟辻聡
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第1番
・チャイコフスキー：
  バレエ『白鳥の湖』より「情景」、「ワルツ」、
「四羽の白鳥の踊り」、「チャールダーシュ」
・ヒナステラ：バレエ『エスタンシア』組曲

▶出演者
▶プログラム

指揮：ロベルト・フォレス・ベセス
三味線：本條秀慈郎*
・シベリウス：交響詩『タピオラ』
・藤倉大：三味線協奏曲［管弦楽版］*
・ニールセン：交響曲第4番『不滅（消し難きもの）』

▶出演者

▶プログラム

中日個人重奏コンテスト名古屋支部大会
中学校の部

地球組コンサート
「アイツムギ、うたつむぎ」

NAGOYA NEW YEAR FESTIVAL

令和5年成人の日記念行事
二十歳 記念行事～2023～

4000マイルズ

第34回 日本の響き大地の舞 2023新春

影絵劇フェスティバル　全国縦断公演
「角笛シルエット劇場」

春風亭小朝　新春独演会

令和4年度　昭和保育園　生活発表会

岡本知高ソプラニスタコンサート2022-2023 
～響きの狂宴(うたげ)～

名演１月例会　文化座「炎の人」

山内惠介スペシャルサンクスコンサート2023
【ファンクラブ限定】

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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14

15
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19

20

21

23

24

25

28

29

(金)

(土)

(日)

(日)

(月)

(水)

(木)

(土)

(日)

(火)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(土)

(日)

愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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29

(土)

(月)

(土)

(日)

(水)

(金)

(日)

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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円

14:00～未定

14:00～16:00

①15:00～未定

②18:30～未定

①12:00～未定

②15:30～未定

③19:00～未定

15:00～17:00

19:00～未定

14:00～16:00
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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

◀
詳
し
く
は
裏
面
をC

H
EC
K
!!

有効期限/2023年1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
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19
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

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

　イベントで度々訪れている市民会館。中でも記憶に残っ
ている公演は2008年に見たお笑いライブです。
　当時の私は自他ともに認めるお笑い通で、特に関西の
しゃべくり漫才に傾倒する上方漫才至上主義者。大好きな
関西の漫才師が出演するため「東西お笑い大集合」とサブ
タイトルがついた公演を見に行きました。
　そこに出演していた関東の雄がサンドウィッチマン。一
言ボケると、会場の空気がドッと揺れることがわかるほど
の爆笑を取り、その笑いの波が収まるギリギリのタイミン
グで一言ツッコみ、また爆笑。5秒に1回笑いを取る、その
スピード感と無駄のない台詞。頭の中にあるベルリンの壁
が崩壊した感覚に陥った経験は鮮明に覚えています。

TVでもネットでも漫
才は見られても、やっぱ
りナマで見るべきと痛
感した出来事でした。

Writer  村瀬

出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）
出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

あけましておめでとうございます‼1年前の年末年始は親知
らずが痛み出し、年が明けてすぐに抜歯をしたことを思い出
しました。抜歯前は恐怖心ばかりでおびえていましたが、抜い
てみると案外すっきり、長年抱えていたものが取り除かれた
ような気持ちになりました。なにごとも、行動すればうまくい
くものと信じて「まずはやってみる」を目標に、今年も1年楽し
みたいと思います♪2023年もみなさんに福が訪れますよう
に…！

　今の時代、人の感情を言葉で表し、ネットを通じて気
軽に投稿し、つぶやくことができる。また投稿したもの、
つぶやいたものが誰でも見られるようになっている。
　江戸川コナン率いる少年探偵団たちが冬の新潟
県に訪れていた。夜にスノーモービルで遊んでいた
元太と光彦と歩美、かなり遠くへ行ってしまい、ス
ノーモービルが動かなくなってしまった。元太と光彦
が言い合いをしていた矢先、駆けつけたコナンが仲
介し一喝したセリフだ。
　言葉の選び方ひとつで、人の心を傷つけ、信頼を
失うこともある。またそれがきっかけで、大切な人を
失くしてしまうことも。日常の発言や、ネットを通じた

投稿の言葉選びが重要視され、一度
出してしまった言葉は取り戻しがつ
かない。言葉の使い方をより一層考
えるべきではないだろうか。

　あごの上に撥や板や茶碗を積み上げていく技
や、ジャグリングのように撥や小刀を複数人で投げ
分ける技、獅子舞など披露する祝福芸の一種です。
かつてお正月に海老一染之助・染太郎が傘の上に
升を乗せて回し「おめでと～ございます！！」と決め
台詞を放っていたことを覚えている方も多いで
しょう…それが、太神楽です。
　江戸時代に伊勢神宮や熱田神宮の神官の子弟
らが獅子頭を持って各地を回ったことがルーツと
いわれています。神への奉納・信仰や疫病退散を
目的としていたものの、熱田神宮系が江戸に定着
した後、室内芸となっていき、やがてエンタメ要素
のある寄席芸へ発展していったそうです。
※伊勢神宮系は現在も神事芸能として活動しています。

音楽プラザ1F事務室周りに飾ってある、季節の作品
紹介第2弾‼
毎月、旬のお花や動物などの作品を見て、楽しい気
持ちになります♪
11月に飾ってあった「柿」を見て、練習終わりにスー
パーで買って帰ったなぁ～。
今後の作品も楽しみに、今日も練習頑張るぞ！

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

＃名古屋市音楽プラザ ＃季節感　＃折り紙　＃柿　＃お花
＃食欲の秋　＃ハロウィン　＃季節の飾り
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

太 神 楽

日　　時　2023年2月24日（金）　開場18：30　開演19：00
場　　所　音楽プラザ　1Fサロン
募集期間　1/10（火）～1/27（金）必着
応募方法　①ちらし応募申込欄に記入のうえ、郵送・FAX・来館いずれかで申込
　　　　　②住所、氏名、電話番号を明記のうえ、メールで申込
　　　　　応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目４番１０号
　　　　　　　　　名古屋市音楽プラザ管理事務室
　　　　　　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

毎年恒例の「防災・減災コンサート」を開催します。
いざという時に備えて、防災・減災について一緒に学びましょう！

名古屋演奏家育成塾にて最高点の名古屋市長賞を受賞した世古藍による
ピアノソロリサイタルを開催します。

防災・減災コンサート

世古藍 ピアノソロ リサイタル ～ピアノが誘う名曲の調べ～

だいかぐら

日　　時　2023年3月10日（金）
　　　　　開場12：30/開演13：30

場　　所　市民会館　フォレストホール

出　　演　愛知県警察音楽隊
　　　　　ポッカレモン消防音楽隊

開催内容　コンサート、防災講話
　　　　　シェイクアウト訓練等

募集期間　1/10（火）～2/17（金）必着

応募方法

※メールで申込の場合は件名に「防災減災コンサート申込」と明記
※1応募につき2名まで申込可
※応募多数の場合は抽選。郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。

【参加無料／要事前応募制（定員800名）】

【参加無料／要事前応募制（定員40名）】

※メールで申込の場合は件名に「２月２４日サロンコンサート申込」と明記
※１応募につき１名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。
※締切後一週間以内に抽選結果を記載したはがきを発送します。

①氏名 ②代表者住所 ③代表者電話番号をご記入のうえ、
はがきまたは電子メールにてお申込ください。
応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　日本特殊陶業市民会館「防災・減災コンサート」係
　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心
がけて参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀新年

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
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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

50周年を迎えた市民会館で撮影
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

1EVENTGUIDE 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。1月の催事案内 2023.

12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。

12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

1月5日(木) 1月5日(木)

◆点検日 1月4日（水）・30日（月） ◆点検日 1月16日（月）・23日（月）・30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 2月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）3月分

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

《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

1月22日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.3コレマデト×コレカラノ ４Seasons
※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。

［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3回こども名曲コンサート

＜オーケストラが奏でるおどり＞

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

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

［ 日時：1月9日（月・祝）14：00開演 ］

第508回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ニールセン

◆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:1月20日（金）18：45開演／21日（土）16：00開演 ］

指揮・お話：粟辻聡
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第1番
・チャイコフスキー：
  バレエ『白鳥の湖』より「情景」、「ワルツ」、
「四羽の白鳥の踊り」、「チャールダーシュ」
・ヒナステラ：バレエ『エスタンシア』組曲

▶出演者
▶プログラム

指揮：ロベルト・フォレス・ベセス
三味線：本條秀慈郎*
・シベリウス：交響詩『タピオラ』
・藤倉大：三味線協奏曲［管弦楽版］*
・ニールセン：交響曲第4番『不滅（消し難きもの）』

▶出演者

▶プログラム

中日個人重奏コンテスト名古屋支部大会
中学校の部

地球組コンサート
「アイツムギ、うたつむぎ」

NAGOYA NEW YEAR FESTIVAL

令和5年成人の日記念行事
二十歳 記念行事～2023～

4000マイルズ

第34回 日本の響き大地の舞 2023新春

影絵劇フェスティバル　全国縦断公演
「角笛シルエット劇場」

春風亭小朝　新春独演会

令和4年度　昭和保育園　生活発表会

岡本知高ソプラニスタコンサート2022-2023 
～響きの狂宴(うたげ)～

名演１月例会　文化座「炎の人」

山内惠介スペシャルサンクスコンサート2023
【ファンクラブ限定】

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円

14:00～未定

14:00～16:00

①15:00～未定

②18:30～未定

①12:00～未定

②15:30～未定

③19:00～未定

15:00～17:00

19:00～未定

14:00～16:00
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NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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21

23

24

25

28

29

(金)

(土)

(日)

(日)

(月)

(水)

(木)

(土)

(日)

(火)

(木)

(金)

(土)

(月)

(火)

(水)

(土)

(日)

愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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(土)

(月)

(土)

(日)

(水)

(金)

(日)

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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円

14:00～未定

14:00～16:00

①15:00～未定

②18:30～未定

①12:00～未定

②15:30～未定

③19:00～未定

15:00～17:00

19:00～未定

14:00～16:00
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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

◀
詳
し
く
は
裏
面
をC

H
EC
K
!!

有効期限/2023年1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
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ろ
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

不定休

営業時間

8 CHEESE&DORIA.sweets 〔ドリア、スイーツ〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-1309
　　　　  11:00～22:00（L.O.21:30）

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

9 FARMER'S KITCHEN 〔グリル料理と紅茶〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-5309
　　　　  11:00～22:00（L.O.21:30）

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

10 TIME BOX 〔時計・ステーショナリー〕
アスナル金山2F　●TEL.052-684-4651
　　　　  10:00～21:00

腕時計10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

11 Zoff〔メガネ、サングラス〕
アスナル金山3F　●TEL.052-332-4555
　　　　  10:00～21:00

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

12 ELECOM〔スマートフォンアクセサリー、バッグ〕
アスナル金山3F　●TEL.052-265-5125
　　　　  10:00～21:00

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

13 整体・骨盤カラダファクトリー〔整体・骨盤調整・もみほぐし〕
アスナル金山3F　●TEL.052-799-7739
　　　　  10:00～21:00(最終受付20：00)

整体・骨盤調整（APバランス）コース
60or100分ご利用で
10分施術延長

元日休業

営業時間

14 ジョイフル恵利〔着物レンタル・販売〕
アスナル金山3F
●TEL.052-324-6410 ●フリーダイヤル 0120-080-121
　　　　  10:00～21:00(平日電話受付11：00～)

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

5 にぼしらーめん88 〔煮干ラーメン専門店〕
アスナル金山1F　●TEL.052-332-1988
　　　　  11:00～22:00 （L.O.21:40）

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

6 焼肉 スギモト 〔焼肉レストラン〕
アスナル金山2F　●TEL.052-339-5571
　　　　  11：00～22：00（L.O.21：00）
　　　　　※平日は15:00-16:30の間休業

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

7 メイリールー 〔レディスファッション〕
レディスアパレル
全品5％OFF

（その他割引と併用不可）

元日休業

アスナル金山2F　●TEL.052-324-8870
　　　　  10:00～21:00営業時間

4 NANI回転小火鍋 〔火鍋・中華〕
アスナル金山1F　●TEL.052-228-0783
　　　　  11:00～23:00（ L.O.22:00）

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

桶
井

　イベントで度々訪れている市民会館。中でも記憶に残っ
ている公演は2008年に見たお笑いライブです。
　当時の私は自他ともに認めるお笑い通で、特に関西の
しゃべくり漫才に傾倒する上方漫才至上主義者。大好きな
関西の漫才師が出演するため「東西お笑い大集合」とサブ
タイトルがついた公演を見に行きました。
　そこに出演していた関東の雄がサンドウィッチマン。一
言ボケると、会場の空気がドッと揺れることがわかるほど
の爆笑を取り、その笑いの波が収まるギリギリのタイミン
グで一言ツッコみ、また爆笑。5秒に1回笑いを取る、その
スピード感と無駄のない台詞。頭の中にあるベルリンの壁
が崩壊した感覚に陥った経験は鮮明に覚えています。

TVでもネットでも漫
才は見られても、やっぱ
りナマで見るべきと痛
感した出来事でした。

Writer  村瀬

出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）
出典：映画名探偵コナン
沈黙の15分（クオーター）

﹇
担
当
・
迫
田
﹈

あけましておめでとうございます‼1年前の年末年始は親知
らずが痛み出し、年が明けてすぐに抜歯をしたことを思い出
しました。抜歯前は恐怖心ばかりでおびえていましたが、抜い
てみると案外すっきり、長年抱えていたものが取り除かれた
ような気持ちになりました。なにごとも、行動すればうまくい
くものと信じて「まずはやってみる」を目標に、今年も1年楽し
みたいと思います♪2023年もみなさんに福が訪れますよう
に…！

　今の時代、人の感情を言葉で表し、ネットを通じて気
軽に投稿し、つぶやくことができる。また投稿したもの、
つぶやいたものが誰でも見られるようになっている。
　江戸川コナン率いる少年探偵団たちが冬の新潟
県に訪れていた。夜にスノーモービルで遊んでいた
元太と光彦と歩美、かなり遠くへ行ってしまい、ス
ノーモービルが動かなくなってしまった。元太と光彦
が言い合いをしていた矢先、駆けつけたコナンが仲
介し一喝したセリフだ。
　言葉の選び方ひとつで、人の心を傷つけ、信頼を
失うこともある。またそれがきっかけで、大切な人を
失くしてしまうことも。日常の発言や、ネットを通じた

投稿の言葉選びが重要視され、一度
出してしまった言葉は取り戻しがつ
かない。言葉の使い方をより一層考
えるべきではないだろうか。

　あごの上に撥や板や茶碗を積み上げていく技
や、ジャグリングのように撥や小刀を複数人で投げ
分ける技、獅子舞など披露する祝福芸の一種です。
かつてお正月に海老一染之助・染太郎が傘の上に
升を乗せて回し「おめでと～ございます！！」と決め
台詞を放っていたことを覚えている方も多いで
しょう…それが、太神楽です。
　江戸時代に伊勢神宮や熱田神宮の神官の子弟
らが獅子頭を持って各地を回ったことがルーツと
いわれています。神への奉納・信仰や疫病退散を
目的としていたものの、熱田神宮系が江戸に定着
した後、室内芸となっていき、やがてエンタメ要素
のある寄席芸へ発展していったそうです。
※伊勢神宮系は現在も神事芸能として活動しています。

音楽プラザ1F事務室周りに飾ってある、季節の作品
紹介第2弾‼
毎月、旬のお花や動物などの作品を見て、楽しい気
持ちになります♪
11月に飾ってあった「柿」を見て、練習終わりにスー
パーで買って帰ったなぁ～。
今後の作品も楽しみに、今日も練習頑張るぞ！

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

言葉は刃物なんだ
使い方を間違えると
厄介な凶器になる

＃名古屋市音楽プラザ ＃季節感　＃折り紙　＃柿　＃お花
＃食欲の秋　＃ハロウィン　＃季節の飾り
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

太 神 楽

日　　時　2023年2月24日（金）　開場18：30　開演19：00
場　　所　音楽プラザ　1Fサロン
募集期間　1/10（火）～1/27（金）必着
応募方法　①ちらし応募申込欄に記入のうえ、郵送・FAX・来館いずれかで申込
　　　　　②住所、氏名、電話番号を明記のうえ、メールで申込
　　　　　応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目４番１０号
　　　　　　　　　名古屋市音楽プラザ管理事務室
　　　　　　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

毎年恒例の「防災・減災コンサート」を開催します。
いざという時に備えて、防災・減災について一緒に学びましょう！

名古屋演奏家育成塾にて最高点の名古屋市長賞を受賞した世古藍による
ピアノソロリサイタルを開催します。

防災・減災コンサート

世古藍 ピアノソロ リサイタル ～ピアノが誘う名曲の調べ～

だいかぐら

日　　時　2023年3月10日（金）
　　　　　開場12：30/開演13：30

場　　所　市民会館　フォレストホール

出　　演　愛知県警察音楽隊
　　　　　ポッカレモン消防音楽隊

開催内容　コンサート、防災講話
　　　　　シェイクアウト訓練等

募集期間　1/10（火）～2/17（金）必着

応募方法

※メールで申込の場合は件名に「防災減災コンサート申込」と明記
※1応募につき2名まで申込可
※応募多数の場合は抽選。郵便かメールにて結果をご連絡いたします。
※ご参加いただく場合、座席は予め市民会館側で指定させていただきます。

【参加無料／要事前応募制（定員800名）】

【参加無料／要事前応募制（定員40名）】

※メールで申込の場合は件名に「２月２４日サロンコンサート申込」と明記
※１応募につき１名まで申込可　※応募多数の場合は抽選となります。
※締切後一週間以内に抽選結果を記載したはがきを発送します。

①氏名 ②代表者住所 ③代表者電話番号をご記入のうえ、
はがきまたは電子メールにてお申込ください。
応募先　〒460-0022　名古屋市中区金山一丁目5番1号
　　　　日本特殊陶業市民会館「防災・減災コンサート」係
　　　　メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

新年あけましておめでとうございます。新しい年が皆様にとって、より良い年になりますこと
を心からお祈り申し上げます。本年も職員一同、皆様にご満足いただけるサービスを心
がけて参りますので、昨年同様のご愛顧を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い致します。

謹賀新年

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

50周年を迎えた市民会館で撮影
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

1EVENTGUIDE 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。1月の催事案内 2023.

12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。

12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

1月5日(木) 1月5日(木)

◆点検日 1月4日（水）・30日（月） ◆点検日 1月16日（月）・23日（月）・30日（月）

抽　選　会 ／ 午後3時から
受付対象月 ／ 202４年（令和６年） 2月分

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）3月分

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

《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

1月22日（日）19：00 音楽プラザ主催／KINDNESS～やさしい音に包まれて～Vol.3コレマデト×コレカラノ ４Seasons
※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。

［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3回こども名曲コンサート

＜オーケストラが奏でるおどり＞

◆会 場 ： 
◆チケット ： 

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

［ 日時：1月9日（月・祝）14：00開演 ］

第508回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
ニールセン

◆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:1月20日（金）18：45開演／21日（土）16：00開演 ］

指揮・お話：粟辻聡
・ドヴォルザーク：スラヴ舞曲第1番
・チャイコフスキー：
  バレエ『白鳥の湖』より「情景」、「ワルツ」、
「四羽の白鳥の踊り」、「チャールダーシュ」
・ヒナステラ：バレエ『エスタンシア』組曲

▶出演者
▶プログラム

指揮：ロベルト・フォレス・ベセス
三味線：本條秀慈郎*
・シベリウス：交響詩『タピオラ』
・藤倉大：三味線協奏曲［管弦楽版］*
・ニールセン：交響曲第4番『不滅（消し難きもの）』

▶出演者

▶プログラム

中日個人重奏コンテスト名古屋支部大会
中学校の部

地球組コンサート
「アイツムギ、うたつむぎ」

NAGOYA NEW YEAR FESTIVAL

令和5年成人の日記念行事
二十歳 記念行事～2023～

4000マイルズ

第34回 日本の響き大地の舞 2023新春

影絵劇フェスティバル　全国縦断公演
「角笛シルエット劇場」

春風亭小朝　新春独演会

令和4年度　昭和保育園　生活発表会

岡本知高ソプラニスタコンサート2022-2023 
～響きの狂宴(うたげ)～

名演１月例会　文化座「炎の人」

山内惠介スペシャルサンクスコンサート2023
【ファンクラブ限定】

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
 ＜予選会＞

NHK全国放送公開番組「NHKのど自慢」
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愛知県吹奏楽連盟中学校部門名古屋支部
052-352-0151

少年少女合唱団　地球組
052-681-8757

（主催）キラチ ライ ヤヨッカ
担当者 ライ ナレシュ
090-9785-3808

名古屋市熱田区役所
052-683-9425

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)

有限会社東海太鼓センター
052-842-6910

有限会社 劇団角笛
03-3994-7624

公益財団法人 名古屋市文化振興事業団
052-249-9387

認定こども園　昭和保育園
052-881-9756

BSフジ
（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)

一般社団法人名古屋演劇鑑賞会
052-932-3739

有限会社ミュージックフィールド
052-752-2346

NHK名古屋放送局、名古屋市
（問）NHKエンタープライズ中部
052-952-7381
（平日午前10時～午後6時）

500円

1,000円

2,000円

対象者および関係者のみ

全席指定:11,000円

1,000円

子ども:1,500円
大人:2,000円

全指定席
友の会会員:1,800円
一般:3,000円

無料 要整理券

全席指定:6,000円

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

全席指定:10,500円
（区分分け無し）

当選者のみ

無料　事前申込

9:45～17:00

17:00～未定

14:00～未定

18:30～21:30

10:20～11:30

18:30～未定

18:30～未定

13:00～17:30

11:00～17:30

10:30～11:30

13:00～15:00

①15:30～16:45
②18:00～19:30

16:00～未定

18:30～21:30

13:30～16:30

15:00～17:00

未定

11:50～13:15

元中日ドラゴンズ監督・ゼネラルマネージャー

落合博満講演会２０２３

第3回こども名曲コンサート

〈オーケストラが奏でるおどり〉

Hello! Project 2023 Winter　

～TWO OF US～

由紀さおり・安田祥子 with 木山裕策

童謡コンサート ～家族のハーモニーⅡ～

女王蜂 全国ホールツアー2022-2023

「MYSTERIOUS」

民音タンゴ・シリーズ〈52〉 

ラ・フアン・ダリエンソ
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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）

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

JAIL HOUSE　

052-936-6041

MIN-ON中部センター

052-951-5391

全席指定:5,500円

1,2階席:3,500円

3,4階席:2,500円

☆5歳以上25歳以下は全席一律1,000円

【FC】着席指定席:7,500円

【一般】着席指定席:8,300円

S席:6,500円　A席:6,000円 

全席指定:7,800円

S席:6,500円  A席:6,000円

14:00～未定

14:00～16:00

①15:00～未定

②18:30～未定

①12:00～未定

②15:30～未定

③19:00～未定

15:00～17:00

19:00～未定

14:00～16:00


