
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

2
2023

VOL.082

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

　私が市民会館へ初めて観劇に訪れたのが、8年ぐらい
前になります。客席から役者の方達の顔がハッキリと見
えて興奮したのを今でも覚えています。その時は、まさ
か自分がこの市民会館の職員として勤めるとは思っても
いませんでした。前職は全く違う職種だったので、働き始
めた頃は、右も左もわからない状態でした。舞台の名称
や役割はもちろん、特殊な専門用語が多く覚えるのはす
ごく大変でしたが、全ての事が何もかも新鮮でした。
　会館職員として働き始め、初めてホールの舞台上から
客席を見た時、演者から見える景色はこんな感じなんだ
なぁと感動しました。「お客さんの顔が結構しっかり見え
る！！」私が観劇に来た時も舞台上の役者の方達から、私

の顔も見えていたの
かなぁ・・と思ったら少
し嬉しくなりました。

Writer  太田

出典：映画「すずめの戸締まり」出典：映画「すずめの戸締まり」

﹇
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当
・
磯
野
﹈

寒さが厳しさを増す2月。個人的には名古屋に住み始めてから
初の冬を迎えているのですが…名古屋の冬は寒い！（気のせ
いかもしれませんが…）布団からなかなか出られません！（毎
年なのですが…）
そんな冬を乗り切るべく、最近ひとり鍋を購入しました。今年
は健康食生活が目標なので、お鍋でしっかり野菜を摂りつつ、
冬ならではのいろいろなお鍋を楽しみたいです。どうか皆様
も流行病に負けず、寒い冬を乗り越えましょう！

　九州の穏やかな町に住む女子高生岩戸すずめは、
廃墟にある古びた扉を探しまわる閉じ師の宗像草太
と出会う。その古びた扉を閉めないと災いが起きて
しまうため、閉じ師が扉にカギをかけなければならな
い。日本各地を巡る旅が始まり、最後の扉を閉める
ため、東北へ向かい、扉の中へ入り災いを鎮めること
ができた。鎮めた景色は光り輝く空に、緑が鮮やかに
生い茂る緩やかな丘。そこには幼き頃のすずめがい
て、母親を探していた。高校生のすずめと幼きすず
めが出会い、過去の自分に、何も怖くないよと言葉
をかける。災いで母親を亡くし、どんなに辛いこと、

どんなに悲しいことがあっても、背負
いながら大人になって強く生きる、
希望に満ち溢れた明日を迎えるため
の言葉です。

　歌舞伎界の中でも古くから名跡が続く名門
の屋号。当代では、六代目中村勘九郎・二代目 
中村七之助が活躍しています。
　「中村屋」の由来は、江戸時代前期に後の初
代中村勘三郎である猿若勘三郎が開場した芝
居小屋である「中村座」とされています。中村座
は江戸三座といわれた幕府公認の芝居小屋の
中で最も古いため、勘三郎は「江戸歌舞伎の
祖」ともいわれます。ではその「中村座」という
のは…お察しの方も多いかと存じますが…
　一説によると勘三郎の生まれ故郷「尾州愛知
郡中村（現在の名古屋市中村区）」からきてい
るそうです。
※諸説あります

音楽プラザで演奏会の打ち合わせ！
3階の控室には長机と椅子が設置されているお部屋で、
会議をするときに利用しています。
午前・午後・夜間どの区分も、1区分1,000円以内で利用
できるのがうれしいポイント♪
次はBDプレーヤーと液晶モニターを借りて、演奏会の映
像を見ながら反省会しようかな。

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

＃名古屋市音楽プラザ ＃控室　＃打ち合わせ　＃会議
＃研修　＃演奏会準備　＃BDプレーヤー　＃液晶モニター
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

中 村 屋

日　　時　2023年3月5日（日）
　　　　 ワークショップ開始：12：30 コンサート開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　5F合奏場
対　　象　小学生／参加無料※要事前申込（定員20名）
応募方法　期限：2月10日（金）

日　　時　2023年3月5日（日）開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　6階見学室
対　　象　どなたでも入場可／入場無料 ※要事前申込（44名）
応募方法　期限：2月10日（金） ※必着

ワークショップ参加コース

コンサート見学コース

コップや手を鳴らして楽しむパフォーマンス「カップス」に挑戦！
マリンバ＆パーカッションアンサンブルグループ「BIRTH」の
指導によるワークショップに参加いただいた後、練習の成果
をミニコンサートで披露していただきます♪（小学生対象）
コンサート鑑賞のみの参加も可能。ぜひご応募ください！

BIRTHといっしょに
カップスワークショップ＆ミニコンサート 参加者募集中！

防災・減災コンサート 参加者募集中！
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！参加者募集中！

①氏名②学年③住所④電話番号⑤付き添いの人数を
ご記入のうえ、はがきでお申込み
応募先

・ちらしの応募申込欄にご記入のうえ、郵送・FAX・ご来
館のいずれかでお申込み
・①住所②代表者氏名③電話番号④人数を明記のう
え、メールでお申込み
※件名に「カップス見学」と明記してください。
応募先

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
応募方法　期限：2月17日（金） ※必着
　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1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス参加」係

〒460-0022
名古屋市中区金山1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス見学」係
FAX：052-331-6042
メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp※ご兄弟など複数人同時に参加をお申し込みの際は、①・②を

人数分ご記入ください。
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

※未就学児入場可（1人1席必要）
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

〒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
メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

出　　演　愛知県警察音楽隊、ポッカレモン消防音楽隊
対　　象　参加無料 ※要事前応募制（定員800名）

※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。郵便または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。
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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

　私が市民会館へ初めて観劇に訪れたのが、8年ぐらい
前になります。客席から役者の方達の顔がハッキリと見
えて興奮したのを今でも覚えています。その時は、まさ
か自分がこの市民会館の職員として勤めるとは思っても
いませんでした。前職は全く違う職種だったので、働き始
めた頃は、右も左もわからない状態でした。舞台の名称
や役割はもちろん、特殊な専門用語が多く覚えるのはす
ごく大変でしたが、全ての事が何もかも新鮮でした。
　会館職員として働き始め、初めてホールの舞台上から
客席を見た時、演者から見える景色はこんな感じなんだ
なぁと感動しました。「お客さんの顔が結構しっかり見え
る！！」私が観劇に来た時も舞台上の役者の方達から、私

の顔も見えていたの
かなぁ・・と思ったら少
し嬉しくなりました。

Writer  太田

出典：映画「すずめの戸締まり」出典：映画「すずめの戸締まり」

﹇
担
当
・
磯
野
﹈

寒さが厳しさを増す2月。個人的には名古屋に住み始めてから
初の冬を迎えているのですが…名古屋の冬は寒い！（気のせ
いかもしれませんが…）布団からなかなか出られません！（毎
年なのですが…）
そんな冬を乗り切るべく、最近ひとり鍋を購入しました。今年
は健康食生活が目標なので、お鍋でしっかり野菜を摂りつつ、
冬ならではのいろいろなお鍋を楽しみたいです。どうか皆様
も流行病に負けず、寒い冬を乗り越えましょう！

　九州の穏やかな町に住む女子高生岩戸すずめは、
廃墟にある古びた扉を探しまわる閉じ師の宗像草太
と出会う。その古びた扉を閉めないと災いが起きて
しまうため、閉じ師が扉にカギをかけなければならな
い。日本各地を巡る旅が始まり、最後の扉を閉める
ため、東北へ向かい、扉の中へ入り災いを鎮めること
ができた。鎮めた景色は光り輝く空に、緑が鮮やかに
生い茂る緩やかな丘。そこには幼き頃のすずめがい
て、母親を探していた。高校生のすずめと幼きすず
めが出会い、過去の自分に、何も怖くないよと言葉
をかける。災いで母親を亡くし、どんなに辛いこと、

どんなに悲しいことがあっても、背負
いながら大人になって強く生きる、
希望に満ち溢れた明日を迎えるため
の言葉です。

　歌舞伎界の中でも古くから名跡が続く名門
の屋号。当代では、六代目中村勘九郎・二代目 
中村七之助が活躍しています。
　「中村屋」の由来は、江戸時代前期に後の初
代中村勘三郎である猿若勘三郎が開場した芝
居小屋である「中村座」とされています。中村座
は江戸三座といわれた幕府公認の芝居小屋の
中で最も古いため、勘三郎は「江戸歌舞伎の
祖」ともいわれます。ではその「中村座」という
のは…お察しの方も多いかと存じますが…
　一説によると勘三郎の生まれ故郷「尾州愛知
郡中村（現在の名古屋市中村区）」からきてい
るそうです。
※諸説あります

音楽プラザで演奏会の打ち合わせ！
3階の控室には長机と椅子が設置されているお部屋で、
会議をするときに利用しています。
午前・午後・夜間どの区分も、1区分1,000円以内で利用
できるのがうれしいポイント♪
次はBDプレーヤーと液晶モニターを借りて、演奏会の映
像を見ながら反省会しようかな。

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

＃名古屋市音楽プラザ ＃控室　＃打ち合わせ　＃会議
＃研修　＃演奏会準備　＃BDプレーヤー　＃液晶モニター
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

中 村 屋

日　　時　2023年3月5日（日）
　　　　 ワークショップ開始：12：30 コンサート開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　5F合奏場
対　　象　小学生／参加無料※要事前申込（定員20名）
応募方法　期限：2月10日（金）

日　　時　2023年3月5日（日）開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　6階見学室
対　　象　どなたでも入場可／入場無料 ※要事前申込（44名）
応募方法　期限：2月10日（金） ※必着

ワークショップ参加コース

コンサート見学コース

コップや手を鳴らして楽しむパフォーマンス「カップス」に挑戦！
マリンバ＆パーカッションアンサンブルグループ「BIRTH」の
指導によるワークショップに参加いただいた後、練習の成果
をミニコンサートで披露していただきます♪（小学生対象）
コンサート鑑賞のみの参加も可能。ぜひご応募ください！

BIRTHといっしょに
カップスワークショップ＆ミニコンサート 参加者募集中！

防災・減災コンサート 参加者募集中！
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！参加者募集中！

①氏名②学年③住所④電話番号⑤付き添いの人数を
ご記入のうえ、はがきでお申込み
応募先

・ちらしの応募申込欄にご記入のうえ、郵送・FAX・ご来
館のいずれかでお申込み
・①住所②代表者氏名③電話番号④人数を明記のう
え、メールでお申込み
※件名に「カップス見学」と明記してください。
応募先

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
応募方法　期限：2月17日（金） ※必着
　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1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス参加」係

〒460-0022
名古屋市中区金山1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス見学」係
FAX：052-331-6042
メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp※ご兄弟など複数人同時に参加をお申し込みの際は、①・②を

人数分ご記入ください。
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

※未就学児入場可（1人1席必要）
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

〒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
メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

出　　演　愛知県警察音楽隊、ポッカレモン消防音楽隊
対　　象　参加無料 ※要事前応募制（定員800名）

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

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

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください

クーポン利用可能店舗一覧
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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

　私が市民会館へ初めて観劇に訪れたのが、8年ぐらい
前になります。客席から役者の方達の顔がハッキリと見
えて興奮したのを今でも覚えています。その時は、まさ
か自分がこの市民会館の職員として勤めるとは思っても
いませんでした。前職は全く違う職種だったので、働き始
めた頃は、右も左もわからない状態でした。舞台の名称
や役割はもちろん、特殊な専門用語が多く覚えるのはす
ごく大変でしたが、全ての事が何もかも新鮮でした。
　会館職員として働き始め、初めてホールの舞台上から
客席を見た時、演者から見える景色はこんな感じなんだ
なぁと感動しました。「お客さんの顔が結構しっかり見え
る！！」私が観劇に来た時も舞台上の役者の方達から、私

の顔も見えていたの
かなぁ・・と思ったら少
し嬉しくなりました。

Writer  太田

出典：映画「すずめの戸締まり」出典：映画「すずめの戸締まり」

﹇
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・
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﹈

寒さが厳しさを増す2月。個人的には名古屋に住み始めてから
初の冬を迎えているのですが…名古屋の冬は寒い！（気のせ
いかもしれませんが…）布団からなかなか出られません！（毎
年なのですが…）
そんな冬を乗り切るべく、最近ひとり鍋を購入しました。今年
は健康食生活が目標なので、お鍋でしっかり野菜を摂りつつ、
冬ならではのいろいろなお鍋を楽しみたいです。どうか皆様
も流行病に負けず、寒い冬を乗り越えましょう！

　九州の穏やかな町に住む女子高生岩戸すずめは、
廃墟にある古びた扉を探しまわる閉じ師の宗像草太
と出会う。その古びた扉を閉めないと災いが起きて
しまうため、閉じ師が扉にカギをかけなければならな
い。日本各地を巡る旅が始まり、最後の扉を閉める
ため、東北へ向かい、扉の中へ入り災いを鎮めること
ができた。鎮めた景色は光り輝く空に、緑が鮮やかに
生い茂る緩やかな丘。そこには幼き頃のすずめがい
て、母親を探していた。高校生のすずめと幼きすず
めが出会い、過去の自分に、何も怖くないよと言葉
をかける。災いで母親を亡くし、どんなに辛いこと、

どんなに悲しいことがあっても、背負
いながら大人になって強く生きる、
希望に満ち溢れた明日を迎えるため
の言葉です。

　歌舞伎界の中でも古くから名跡が続く名門
の屋号。当代では、六代目中村勘九郎・二代目 
中村七之助が活躍しています。
　「中村屋」の由来は、江戸時代前期に後の初
代中村勘三郎である猿若勘三郎が開場した芝
居小屋である「中村座」とされています。中村座
は江戸三座といわれた幕府公認の芝居小屋の
中で最も古いため、勘三郎は「江戸歌舞伎の
祖」ともいわれます。ではその「中村座」という
のは…お察しの方も多いかと存じますが…
　一説によると勘三郎の生まれ故郷「尾州愛知
郡中村（現在の名古屋市中村区）」からきてい
るそうです。
※諸説あります

音楽プラザで演奏会の打ち合わせ！
3階の控室には長机と椅子が設置されているお部屋で、
会議をするときに利用しています。
午前・午後・夜間どの区分も、1区分1,000円以内で利用
できるのがうれしいポイント♪
次はBDプレーヤーと液晶モニターを借りて、演奏会の映
像を見ながら反省会しようかな。

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

＃名古屋市音楽プラザ ＃控室　＃打ち合わせ　＃会議
＃研修　＃演奏会準備　＃BDプレーヤー　＃液晶モニター
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

中 村 屋

日　　時　2023年3月5日（日）
　　　　 ワークショップ開始：12：30 コンサート開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　5F合奏場
対　　象　小学生／参加無料※要事前申込（定員20名）
応募方法　期限：2月10日（金）

日　　時　2023年3月5日（日）開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　6階見学室
対　　象　どなたでも入場可／入場無料 ※要事前申込（44名）
応募方法　期限：2月10日（金） ※必着

ワークショップ参加コース

コンサート見学コース

コップや手を鳴らして楽しむパフォーマンス「カップス」に挑戦！
マリンバ＆パーカッションアンサンブルグループ「BIRTH」の
指導によるワークショップに参加いただいた後、練習の成果
をミニコンサートで披露していただきます♪（小学生対象）
コンサート鑑賞のみの参加も可能。ぜひご応募ください！

BIRTHといっしょに
カップスワークショップ＆ミニコンサート 参加者募集中！

防災・減災コンサート 参加者募集中！
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！参加者募集中！

①氏名②学年③住所④電話番号⑤付き添いの人数を
ご記入のうえ、はがきでお申込み
応募先

・ちらしの応募申込欄にご記入のうえ、郵送・FAX・ご来
館のいずれかでお申込み
・①住所②代表者氏名③電話番号④人数を明記のう
え、メールでお申込み
※件名に「カップス見学」と明記してください。
応募先

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
応募方法　期限：2月17日（金） ※必着
　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1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス参加」係

〒460-0022
名古屋市中区金山1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス見学」係
FAX：052-331-6042
メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp※ご兄弟など複数人同時に参加をお申し込みの際は、①・②を

人数分ご記入ください。
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

※未就学児入場可（1人1席必要）
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

〒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
メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

出　　演　愛知県警察音楽隊、ポッカレモン消防音楽隊
対　　象　参加無料 ※要事前応募制（定員800名）

※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。郵便または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。
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Nijiiro Report

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

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

施設ご利用にあたってのお願い

編
集
後
記

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

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

サービスご利用の際は上のクーポンを
切り取って各店舗にご提示ください

※休業および営業時間については各店舗にお問い合わせください
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

不定休

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

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

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

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

元日休業

営業時間

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

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

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

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

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

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

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

（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

　私が市民会館へ初めて観劇に訪れたのが、8年ぐらい
前になります。客席から役者の方達の顔がハッキリと見
えて興奮したのを今でも覚えています。その時は、まさ
か自分がこの市民会館の職員として勤めるとは思っても
いませんでした。前職は全く違う職種だったので、働き始
めた頃は、右も左もわからない状態でした。舞台の名称
や役割はもちろん、特殊な専門用語が多く覚えるのはす
ごく大変でしたが、全ての事が何もかも新鮮でした。
　会館職員として働き始め、初めてホールの舞台上から
客席を見た時、演者から見える景色はこんな感じなんだ
なぁと感動しました。「お客さんの顔が結構しっかり見え
る！！」私が観劇に来た時も舞台上の役者の方達から、私

の顔も見えていたの
かなぁ・・と思ったら少
し嬉しくなりました。

Writer  太田

出典：映画「すずめの戸締まり」出典：映画「すずめの戸締まり」

﹇
担
当
・
磯
野
﹈

寒さが厳しさを増す2月。個人的には名古屋に住み始めてから
初の冬を迎えているのですが…名古屋の冬は寒い！（気のせ
いかもしれませんが…）布団からなかなか出られません！（毎
年なのですが…）
そんな冬を乗り切るべく、最近ひとり鍋を購入しました。今年
は健康食生活が目標なので、お鍋でしっかり野菜を摂りつつ、
冬ならではのいろいろなお鍋を楽しみたいです。どうか皆様
も流行病に負けず、寒い冬を乗り越えましょう！

　九州の穏やかな町に住む女子高生岩戸すずめは、
廃墟にある古びた扉を探しまわる閉じ師の宗像草太
と出会う。その古びた扉を閉めないと災いが起きて
しまうため、閉じ師が扉にカギをかけなければならな
い。日本各地を巡る旅が始まり、最後の扉を閉める
ため、東北へ向かい、扉の中へ入り災いを鎮めること
ができた。鎮めた景色は光り輝く空に、緑が鮮やかに
生い茂る緩やかな丘。そこには幼き頃のすずめがい
て、母親を探していた。高校生のすずめと幼きすず
めが出会い、過去の自分に、何も怖くないよと言葉
をかける。災いで母親を亡くし、どんなに辛いこと、

どんなに悲しいことがあっても、背負
いながら大人になって強く生きる、
希望に満ち溢れた明日を迎えるため
の言葉です。

　歌舞伎界の中でも古くから名跡が続く名門
の屋号。当代では、六代目中村勘九郎・二代目 
中村七之助が活躍しています。
　「中村屋」の由来は、江戸時代前期に後の初
代中村勘三郎である猿若勘三郎が開場した芝
居小屋である「中村座」とされています。中村座
は江戸三座といわれた幕府公認の芝居小屋の
中で最も古いため、勘三郎は「江戸歌舞伎の
祖」ともいわれます。ではその「中村座」という
のは…お察しの方も多いかと存じますが…
　一説によると勘三郎の生まれ故郷「尾州愛知
郡中村（現在の名古屋市中村区）」からきてい
るそうです。
※諸説あります

音楽プラザで演奏会の打ち合わせ！
3階の控室には長机と椅子が設置されているお部屋で、
会議をするときに利用しています。
午前・午後・夜間どの区分も、1区分1,000円以内で利用
できるのがうれしいポイント♪
次はBDプレーヤーと液晶モニターを借りて、演奏会の映
像を見ながら反省会しようかな。

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

＃名古屋市音楽プラザ ＃控室　＃打ち合わせ　＃会議
＃研修　＃演奏会準備　＃BDプレーヤー　＃液晶モニター
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

中 村 屋

日　　時　2023年3月5日（日）
　　　　 ワークショップ開始：12：30 コンサート開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　5F合奏場
対　　象　小学生／参加無料※要事前申込（定員20名）
応募方法　期限：2月10日（金）

日　　時　2023年3月5日（日）開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　6階見学室
対　　象　どなたでも入場可／入場無料 ※要事前申込（44名）
応募方法　期限：2月10日（金） ※必着

ワークショップ参加コース

コンサート見学コース

コップや手を鳴らして楽しむパフォーマンス「カップス」に挑戦！
マリンバ＆パーカッションアンサンブルグループ「BIRTH」の
指導によるワークショップに参加いただいた後、練習の成果
をミニコンサートで披露していただきます♪（小学生対象）
コンサート鑑賞のみの参加も可能。ぜひご応募ください！

BIRTHといっしょに
カップスワークショップ＆ミニコンサート 参加者募集中！

防災・減災コンサート 参加者募集中！
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！参加者募集中！

①氏名②学年③住所④電話番号⑤付き添いの人数を
ご記入のうえ、はがきでお申込み
応募先

・ちらしの応募申込欄にご記入のうえ、郵送・FAX・ご来
館のいずれかでお申込み
・①住所②代表者氏名③電話番号④人数を明記のう
え、メールでお申込み
※件名に「カップス見学」と明記してください。
応募先

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
応募方法　期限：2月17日（金） ※必着
　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1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス参加」係

〒460-0022
名古屋市中区金山1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス見学」係
FAX：052-331-6042
メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp※ご兄弟など複数人同時に参加をお申し込みの際は、①・②を

人数分ご記入ください。
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

※未就学児入場可（1人1席必要）
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

〒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
メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

出　　演　愛知県警察音楽隊、ポッカレモン消防音楽隊
対　　象　参加無料 ※要事前応募制（定員800名）

※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。郵便または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。
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日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等

FOREST HALL MONTHLY INFORMATION
催事案内

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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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。

1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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会
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19
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24
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26

(日)

(金)

(日)

(日)

(火)

(金)

(土)

(日)

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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式
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26

28

(水)

(金)

(日)

(土・祝)

(日)

(土)

(日)

(水)

(土)

(日)

(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00
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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2月末日迄
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古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

不定休

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

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

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

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

元日休業

営業時間

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

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

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

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

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

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

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

（その他割引と併用不可）

元日休業

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

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

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

桶
井

　私が市民会館へ初めて観劇に訪れたのが、8年ぐらい
前になります。客席から役者の方達の顔がハッキリと見
えて興奮したのを今でも覚えています。その時は、まさ
か自分がこの市民会館の職員として勤めるとは思っても
いませんでした。前職は全く違う職種だったので、働き始
めた頃は、右も左もわからない状態でした。舞台の名称
や役割はもちろん、特殊な専門用語が多く覚えるのはす
ごく大変でしたが、全ての事が何もかも新鮮でした。
　会館職員として働き始め、初めてホールの舞台上から
客席を見た時、演者から見える景色はこんな感じなんだ
なぁと感動しました。「お客さんの顔が結構しっかり見え
る！！」私が観劇に来た時も舞台上の役者の方達から、私

の顔も見えていたの
かなぁ・・と思ったら少
し嬉しくなりました。

Writer  太田

出典：映画「すずめの戸締まり」出典：映画「すずめの戸締まり」

﹇
担
当
・
磯
野
﹈

寒さが厳しさを増す2月。個人的には名古屋に住み始めてから
初の冬を迎えているのですが…名古屋の冬は寒い！（気のせ
いかもしれませんが…）布団からなかなか出られません！（毎
年なのですが…）
そんな冬を乗り切るべく、最近ひとり鍋を購入しました。今年
は健康食生活が目標なので、お鍋でしっかり野菜を摂りつつ、
冬ならではのいろいろなお鍋を楽しみたいです。どうか皆様
も流行病に負けず、寒い冬を乗り越えましょう！

　九州の穏やかな町に住む女子高生岩戸すずめは、
廃墟にある古びた扉を探しまわる閉じ師の宗像草太
と出会う。その古びた扉を閉めないと災いが起きて
しまうため、閉じ師が扉にカギをかけなければならな
い。日本各地を巡る旅が始まり、最後の扉を閉める
ため、東北へ向かい、扉の中へ入り災いを鎮めること
ができた。鎮めた景色は光り輝く空に、緑が鮮やかに
生い茂る緩やかな丘。そこには幼き頃のすずめがい
て、母親を探していた。高校生のすずめと幼きすず
めが出会い、過去の自分に、何も怖くないよと言葉
をかける。災いで母親を亡くし、どんなに辛いこと、

どんなに悲しいことがあっても、背負
いながら大人になって強く生きる、
希望に満ち溢れた明日を迎えるため
の言葉です。

　歌舞伎界の中でも古くから名跡が続く名門
の屋号。当代では、六代目中村勘九郎・二代目 
中村七之助が活躍しています。
　「中村屋」の由来は、江戸時代前期に後の初
代中村勘三郎である猿若勘三郎が開場した芝
居小屋である「中村座」とされています。中村座
は江戸三座といわれた幕府公認の芝居小屋の
中で最も古いため、勘三郎は「江戸歌舞伎の
祖」ともいわれます。ではその「中村座」という
のは…お察しの方も多いかと存じますが…
　一説によると勘三郎の生まれ故郷「尾州愛知
郡中村（現在の名古屋市中村区）」からきてい
るそうです。
※諸説あります

音楽プラザで演奏会の打ち合わせ！
3階の控室には長机と椅子が設置されているお部屋で、
会議をするときに利用しています。
午前・午後・夜間どの区分も、1区分1,000円以内で利用
できるのがうれしいポイント♪
次はBDプレーヤーと液晶モニターを借りて、演奏会の映
像を見ながら反省会しようかな。

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

＃名古屋市音楽プラザ ＃控室　＃打ち合わせ　＃会議
＃研修　＃演奏会準備　＃BDプレーヤー　＃液晶モニター
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

中 村 屋

日　　時　2023年3月5日（日）
　　　　 ワークショップ開始：12：30 コンサート開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　5F合奏場
対　　象　小学生／参加無料※要事前申込（定員20名）
応募方法　期限：2月10日（金）

日　　時　2023年3月5日（日）開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　6階見学室
対　　象　どなたでも入場可／入場無料 ※要事前申込（44名）
応募方法　期限：2月10日（金） ※必着

ワークショップ参加コース

コンサート見学コース

コップや手を鳴らして楽しむパフォーマンス「カップス」に挑戦！
マリンバ＆パーカッションアンサンブルグループ「BIRTH」の
指導によるワークショップに参加いただいた後、練習の成果
をミニコンサートで披露していただきます♪（小学生対象）
コンサート鑑賞のみの参加も可能。ぜひご応募ください！

BIRTHといっしょに
カップスワークショップ＆ミニコンサート 参加者募集中！

防災・減災コンサート 参加者募集中！
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！参加者募集中！

①氏名②学年③住所④電話番号⑤付き添いの人数を
ご記入のうえ、はがきでお申込み
応募先

・ちらしの応募申込欄にご記入のうえ、郵送・FAX・ご来
館のいずれかでお申込み
・①住所②代表者氏名③電話番号④人数を明記のう
え、メールでお申込み
※件名に「カップス見学」と明記してください。
応募先

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
応募方法　期限：2月17日（金） ※必着
　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1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス参加」係

〒460-0022
名古屋市中区金山1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス見学」係
FAX：052-331-6042
メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp※ご兄弟など複数人同時に参加をお申し込みの際は、①・②を

人数分ご記入ください。
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

※未就学児入場可（1人1席必要）
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

〒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
メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

出　　演　愛知県警察音楽隊、ポッカレモン消防音楽隊
対　　象　参加無料 ※要事前応募制（定員800名）

※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。郵便または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。
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日  程 催事名 開催時間 主催・問い合先 入場料等
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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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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。

1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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

5

10

12

19

21

24

25

26

(日)

(金)

(日)

(日)

(火)

(金)

(土)

(日)

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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式
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(日)

(土・祝)

(日)

(土)

(日)

(水)

(土)

(日)

(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00
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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。
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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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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
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● お問い合わせ 052-331-2141
● 窓口受付時間
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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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会
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(日)

(金)

(日)

(日)

(火)

(金)

(土)

(日)

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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式

1

3

5

11

12

18

19

22

25

26

28

(水)

(金)

(日)

(土・祝)

(日)

(土)

(日)

(水)

(土)

(日)

(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00



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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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。

1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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会
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(日)

(金)

(日)

(日)

(火)

(金)

(土)

(日)

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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式
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28

(水)

(金)

(日)

(土・祝)

(日)

(土)

(日)

(水)

(土)

(日)

(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00

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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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。

1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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会
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(日)

(金)

(日)

(日)

(火)

(金)

(土)

(日)

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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式
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25

26

28

(水)

(金)

(日)

(土・祝)

(日)

(土)

(日)

(水)

(土)

(日)

(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00

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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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。

1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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会
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(金)

(日)

(日)

(火)

(金)

(土)

(日)

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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式
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(水)

(金)

(日)

(土・祝)

(日)

(土)

(日)

(水)

(土)

(日)

(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00
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MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

2
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Nijiiro Report

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

これって
なんだゃあも？
名古
屋と文化芸術

Writer  村瀬

祝・開館50周年！
スタッフによる市民会館エピソード

アニメ・漫画の
心に響く
名言 Sakoda.1996

音楽プラザでの日常

音楽プラザでの日常を発信するのが趣味の
施設利用者目線で投稿します！

NAGOYA CITIZENS’ AUDITORIUM & NAGOYA CITY MUSIC PLAZA
MONTHLY INFORMATION MAGAZINE

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙
2
2023

VOL.082

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2月末日迄

〈全店共通クーポン券〉
にじいろクーポン

お得に満喫
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喫
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19

19

大
津
通

伏
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通

古沢公園

日本特殊陶業市民会館

名古屋市音楽プラザ

日本特殊陶業市民会館前

金 山

金山新橋南 金 山

3

2

1

アスナル金山

4 14～～

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

300円以上ご購入で
ファミマカフェ

Sサイズコーヒー無料

年中無休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

月曜定休

営業時間

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

ランチ50円引き
※11:00～14:00

不定休

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

オーダー時に提示いただくと
ドリンク1杯無料

元日休業

営業時間

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

腕時計10%OFF
(一部除外品あり)

元日休業

営業時間

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

総額より5％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

10％OFF
(その他割引と併用不可)

元日休業

営業時間

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

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

元日休業

営業時間

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

振袖・レンタル・ご購入価格より
5％OFF（企画品対象外有）

元日休業

営業時間

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

味玉、ネギ、メンマ、のり、
いずれかサービス

元日休業

営業時間

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

お食事代総額の10％OFF
（現金のみ・他サービス併用不可）

元日休業

営業時間

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

（その他割引と併用不可）

元日休業

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

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

杏仁豆腐もしくは
ソフトドリンク１杯無料

元日休業

営業時間

作: 

桶
井

　私が市民会館へ初めて観劇に訪れたのが、8年ぐらい
前になります。客席から役者の方達の顔がハッキリと見
えて興奮したのを今でも覚えています。その時は、まさ
か自分がこの市民会館の職員として勤めるとは思っても
いませんでした。前職は全く違う職種だったので、働き始
めた頃は、右も左もわからない状態でした。舞台の名称
や役割はもちろん、特殊な専門用語が多く覚えるのはす
ごく大変でしたが、全ての事が何もかも新鮮でした。
　会館職員として働き始め、初めてホールの舞台上から
客席を見た時、演者から見える景色はこんな感じなんだ
なぁと感動しました。「お客さんの顔が結構しっかり見え
る！！」私が観劇に来た時も舞台上の役者の方達から、私

の顔も見えていたの
かなぁ・・と思ったら少
し嬉しくなりました。

Writer  太田

出典：映画「すずめの戸締まり」出典：映画「すずめの戸締まり」

﹇
担
当
・
磯
野
﹈

寒さが厳しさを増す2月。個人的には名古屋に住み始めてから
初の冬を迎えているのですが…名古屋の冬は寒い！（気のせ
いかもしれませんが…）布団からなかなか出られません！（毎
年なのですが…）
そんな冬を乗り切るべく、最近ひとり鍋を購入しました。今年
は健康食生活が目標なので、お鍋でしっかり野菜を摂りつつ、
冬ならではのいろいろなお鍋を楽しみたいです。どうか皆様
も流行病に負けず、寒い冬を乗り越えましょう！

　九州の穏やかな町に住む女子高生岩戸すずめは、
廃墟にある古びた扉を探しまわる閉じ師の宗像草太
と出会う。その古びた扉を閉めないと災いが起きて
しまうため、閉じ師が扉にカギをかけなければならな
い。日本各地を巡る旅が始まり、最後の扉を閉める
ため、東北へ向かい、扉の中へ入り災いを鎮めること
ができた。鎮めた景色は光り輝く空に、緑が鮮やかに
生い茂る緩やかな丘。そこには幼き頃のすずめがい
て、母親を探していた。高校生のすずめと幼きすず
めが出会い、過去の自分に、何も怖くないよと言葉
をかける。災いで母親を亡くし、どんなに辛いこと、

どんなに悲しいことがあっても、背負
いながら大人になって強く生きる、
希望に満ち溢れた明日を迎えるため
の言葉です。

　歌舞伎界の中でも古くから名跡が続く名門
の屋号。当代では、六代目中村勘九郎・二代目 
中村七之助が活躍しています。
　「中村屋」の由来は、江戸時代前期に後の初
代中村勘三郎である猿若勘三郎が開場した芝
居小屋である「中村座」とされています。中村座
は江戸三座といわれた幕府公認の芝居小屋の
中で最も古いため、勘三郎は「江戸歌舞伎の
祖」ともいわれます。ではその「中村座」という
のは…お察しの方も多いかと存じますが…
　一説によると勘三郎の生まれ故郷「尾州愛知
郡中村（現在の名古屋市中村区）」からきてい
るそうです。
※諸説あります

音楽プラザで演奏会の打ち合わせ！
3階の控室には長机と椅子が設置されているお部屋で、
会議をするときに利用しています。
午前・午後・夜間どの区分も、1区分1,000円以内で利用
できるのがうれしいポイント♪
次はBDプレーヤーと液晶モニターを借りて、演奏会の映
像を見ながら反省会しようかな。

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

＃名古屋市音楽プラザ ＃控室　＃打ち合わせ　＃会議
＃研修　＃演奏会準備　＃BDプレーヤー　＃液晶モニター
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

中 村 屋

日　　時　2023年3月5日（日）
　　　　 ワークショップ開始：12：30 コンサート開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　5F合奏場
対　　象　小学生／参加無料※要事前申込（定員20名）
応募方法　期限：2月10日（金）

日　　時　2023年3月5日（日）開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　6階見学室
対　　象　どなたでも入場可／入場無料 ※要事前申込（44名）
応募方法　期限：2月10日（金） ※必着

ワークショップ参加コース

コンサート見学コース

コップや手を鳴らして楽しむパフォーマンス「カップス」に挑戦！
マリンバ＆パーカッションアンサンブルグループ「BIRTH」の
指導によるワークショップに参加いただいた後、練習の成果
をミニコンサートで披露していただきます♪（小学生対象）
コンサート鑑賞のみの参加も可能。ぜひご応募ください！

BIRTHといっしょに
カップスワークショップ＆ミニコンサート 参加者募集中！

防災・減災コンサート 参加者募集中！
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！参加者募集中！

①氏名②学年③住所④電話番号⑤付き添いの人数を
ご記入のうえ、はがきでお申込み
応募先

・ちらしの応募申込欄にご記入のうえ、郵送・FAX・ご来
館のいずれかでお申込み
・①住所②代表者氏名③電話番号④人数を明記のう
え、メールでお申込み
※件名に「カップス見学」と明記してください。
応募先

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
応募方法　期限：2月17日（金） ※必着
　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1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス参加」係

〒460-0022
名古屋市中区金山1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス見学」係
FAX：052-331-6042
メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp※ご兄弟など複数人同時に参加をお申し込みの際は、①・②を

人数分ご記入ください。
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

※未就学児入場可（1人1席必要）
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

〒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
メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

出　　演　愛知県警察音楽隊、ポッカレモン消防音楽隊
対　　象　参加無料 ※要事前応募制（定員800名）

※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。郵便または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。

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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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。

1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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

5

10

12

19

21

24

25

26

(日)

(金)

(日)

(日)

(火)

(金)

(土)

(日)

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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式
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(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00

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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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。

1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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会

5
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(日)

(金)

(日)

(日)

(火)

(金)

(土)

(日)

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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式
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26
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(水)

(金)

(日)

(土・祝)

(日)

(土)

(日)

(水)

(土)

(日)

(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00
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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！

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
2
2023

VOL.082

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2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

　私が市民会館へ初めて観劇に訪れたのが、8年ぐらい
前になります。客席から役者の方達の顔がハッキリと見
えて興奮したのを今でも覚えています。その時は、まさ
か自分がこの市民会館の職員として勤めるとは思っても
いませんでした。前職は全く違う職種だったので、働き始
めた頃は、右も左もわからない状態でした。舞台の名称
や役割はもちろん、特殊な専門用語が多く覚えるのはす
ごく大変でしたが、全ての事が何もかも新鮮でした。
　会館職員として働き始め、初めてホールの舞台上から
客席を見た時、演者から見える景色はこんな感じなんだ
なぁと感動しました。「お客さんの顔が結構しっかり見え
る！！」私が観劇に来た時も舞台上の役者の方達から、私

の顔も見えていたの
かなぁ・・と思ったら少
し嬉しくなりました。

Writer  太田

出典：映画「すずめの戸締まり」出典：映画「すずめの戸締まり」

﹇
担
当
・
磯
野
﹈

寒さが厳しさを増す2月。個人的には名古屋に住み始めてから
初の冬を迎えているのですが…名古屋の冬は寒い！（気のせ
いかもしれませんが…）布団からなかなか出られません！（毎
年なのですが…）
そんな冬を乗り切るべく、最近ひとり鍋を購入しました。今年
は健康食生活が目標なので、お鍋でしっかり野菜を摂りつつ、
冬ならではのいろいろなお鍋を楽しみたいです。どうか皆様
も流行病に負けず、寒い冬を乗り越えましょう！

　九州の穏やかな町に住む女子高生岩戸すずめは、
廃墟にある古びた扉を探しまわる閉じ師の宗像草太
と出会う。その古びた扉を閉めないと災いが起きて
しまうため、閉じ師が扉にカギをかけなければならな
い。日本各地を巡る旅が始まり、最後の扉を閉める
ため、東北へ向かい、扉の中へ入り災いを鎮めること
ができた。鎮めた景色は光り輝く空に、緑が鮮やかに
生い茂る緩やかな丘。そこには幼き頃のすずめがい
て、母親を探していた。高校生のすずめと幼きすず
めが出会い、過去の自分に、何も怖くないよと言葉
をかける。災いで母親を亡くし、どんなに辛いこと、

どんなに悲しいことがあっても、背負
いながら大人になって強く生きる、
希望に満ち溢れた明日を迎えるため
の言葉です。

　歌舞伎界の中でも古くから名跡が続く名門
の屋号。当代では、六代目中村勘九郎・二代目 
中村七之助が活躍しています。
　「中村屋」の由来は、江戸時代前期に後の初
代中村勘三郎である猿若勘三郎が開場した芝
居小屋である「中村座」とされています。中村座
は江戸三座といわれた幕府公認の芝居小屋の
中で最も古いため、勘三郎は「江戸歌舞伎の
祖」ともいわれます。ではその「中村座」という
のは…お察しの方も多いかと存じますが…
　一説によると勘三郎の生まれ故郷「尾州愛知
郡中村（現在の名古屋市中村区）」からきてい
るそうです。
※諸説あります

音楽プラザで演奏会の打ち合わせ！
3階の控室には長机と椅子が設置されているお部屋で、
会議をするときに利用しています。
午前・午後・夜間どの区分も、1区分1,000円以内で利用
できるのがうれしいポイント♪
次はBDプレーヤーと液晶モニターを借りて、演奏会の映
像を見ながら反省会しようかな。

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

あなたは、光の中で
大人になっていく
私は、すずめの明日

＃名古屋市音楽プラザ ＃控室　＃打ち合わせ　＃会議
＃研修　＃演奏会準備　＃BDプレーヤー　＃液晶モニター
＃スタッフが利用者目線で発信してみた

中 村 屋

日　　時　2023年3月5日（日）
　　　　 ワークショップ開始：12：30 コンサート開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　5F合奏場
対　　象　小学生／参加無料※要事前申込（定員20名）
応募方法　期限：2月10日（金）

日　　時　2023年3月5日（日）開演：14：00
会　　場　音楽プラザ　6階見学室
対　　象　どなたでも入場可／入場無料 ※要事前申込（44名）
応募方法　期限：2月10日（金） ※必着

ワークショップ参加コース

コンサート見学コース

コップや手を鳴らして楽しむパフォーマンス「カップス」に挑戦！
マリンバ＆パーカッションアンサンブルグループ「BIRTH」の
指導によるワークショップに参加いただいた後、練習の成果
をミニコンサートで披露していただきます♪（小学生対象）
コンサート鑑賞のみの参加も可能。ぜひご応募ください！

BIRTHといっしょに
カップスワークショップ＆ミニコンサート 参加者募集中！

防災・減災コンサート 参加者募集中！
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！参加者募集中！

①氏名②学年③住所④電話番号⑤付き添いの人数を
ご記入のうえ、はがきでお申込み
応募先

・ちらしの応募申込欄にご記入のうえ、郵送・FAX・ご来
館のいずれかでお申込み
・①住所②代表者氏名③電話番号④人数を明記のう
え、メールでお申込み
※件名に「カップス見学」と明記してください。
応募先

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
応募方法　期限：2月17日（金） ※必着
　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1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス参加」係

〒460-0022
名古屋市中区金山1丁目4番10号
名古屋市音楽プラザ 「カップス見学」係
FAX：052-331-6042
メール：event@nagoya-shimin.hall-info.jp※ご兄弟など複数人同時に参加をお申し込みの際は、①・②を

人数分ご記入ください。
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

※未就学児入場可（1人1席必要）
※応募多数の場合は抽選。締切後１週間以内に、抽選結果を記
載したはがきを応募者全員に発送します。

〒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
メールアドレス：event@nagoya-shimin.hall-info.jp

出　　演　愛知県警察音楽隊、ポッカレモン消防音楽隊
対　　象　参加無料 ※要事前応募制（定員800名）

※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。郵便または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。

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

2EVENTGUIDE 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。2月の催事案内 2023.

1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。

1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

2月1日(水) 2月1日(水)

◆点検日 2月6日（月）・7日（火）・
13日（月）～17日（金）・27日（月） ◆点検日 2月6日（月）・20日（月）・27日（月）

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

抽　選　会 ／ 午前11時から
受付対象月 ／ 2023年（令和5年）4月分

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

2月24日（金）19：00 世古藍ピアノソロリサイタル　ピアノが誘う名曲の調べ
※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509回定期演奏会「シンフォニスト」シリーズ
シューマン＆チャイコフスキー

◆会 場 ： 愛知県芸術劇場 コンサートホール　　◆チケット ： S席 ￥6,400 ～ D席 ￥2,200 ほか

［ 日時：2月3日（金）18：45開演／4日（土）16：00開演 ］

指揮：小泉和裕
・シューマン：交響曲第1番『春』　　・チャイコフスキー：交響曲第5番

▶出演者
▶プログラム

ゲッターズ飯田トーク&Calmera

ジャズライブ 2023 

-better fortune’n jazz-

ゲッターズ飯田のステージで占いまショー

宮本佳林 LIVE 2023～ヒトリトイロ～

『しまじろうとガオガオさんの

サイエンスショー』

The Science Show

名古屋三曲連盟第46回定期演奏会

第114回　生活発表会

衆議院議員 牧義夫 後援会 2023 総会

岡田純奈バレエ団附属学園発表会
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(日)
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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)

サンデーフォークプロモーション　

052-320-9100

URL：www.sundayfolk.com

㈱ベネッセコーポレーション

（問）しまじろうコンサート

お客さま窓口

0120-988-883

名古屋三曲連盟

090-3578-2771

名古屋西幼稚園

052-563-0558

牧義夫 後援会

052-681-0440

岡田純奈バレエ団

052-788-1880

全席指定:4,600円

全席指定:3,000円

全席着席指定:7,500円

全席指定:3,980円

全自由席:3,000円

関係者のみ

500円

無料

14:00～未定

19:00～未定

18:30～未定

①12:30～13:30

②14:45～15:45

③17:00～18:00

13:00～16:50

10:00～12:30

18:00～20:00

17:00～19:00

15:00～17:00

令和4年度 名古屋市交通安全・
生活安全市民大会

辰巳ゆうと一座　特別公演

Da-iCE FUN MEETING TOUR 2023

ポッカレモン消防音楽隊第24回定期演奏会

＝LOVE 全国ツアー2023
「Today is your Trigger」

花咲か歌謡笑 ジョイン 水谷千重子

ザ・クロマニヨンズ
MOUNTAIN BANANA 2023

MIN-ON PREMIUM CONCERT
東儀秀樹×川井郁子

トライルフェスティバル2023

令和4年度 第75回卒業証書授与式
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(水)

(金)

(日)

(土・祝)

(日)

(土)

(日)

(水)

(土)

(日)

(火)

名古屋市スポーツ市民局
地域安全推進課
052-972-3124

MIN-ON中部センター
052-951-5391

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

名古屋市消防局
ポッカレモン消防音楽隊
052-736-2732

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

CBCテレビ
（問）CBCテレビ事業部
052-241-8118
（平日10：00～18：00）

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

MIN-ON中部センター
052-951-5391

株式会社トライル
052-222-7766

愛知みずほ大学瑞穂高等学校
052-882-1811

関係者のみ

S席:6,000円  A席:5,500円

指定席:7,700円

無料　要当選券
※応募受付終了済

一般席・女性エリア席
カメコエリア席・着席観覧席
7,800円

全席指定:6,800円

全席指定:6,800円

全席:6,900円

関係者のみ

関係者のみ

13:30～15:00

15:00～17:00

①16:00～未定
②19:30～未定

14:00～15:45

①14:30～未定
②18:30～未定

17:30～19:30

18:00～未定

18:30～20:30

①10:15～11:30
②13:00～14:15
③15:45～17:00
④18:30～19:45

①10:30～11:45
②13:15～14:30
③16:00～17:15

10:30～12:00


