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4 月のサロンコンサート（入場無料）

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ 月刊情報紙

３月 25 日現在

にじいろ

主催・催事名・内容・出演等
中部アコーディオンクラブ
アコーディオンコンサート”風の音楽会”
名古屋フィルハーモニー交響楽団
コントラバス四重奏
officeノンチェマーレ
シャンソンコンサート
日仏シャンソン協会
音プラ・プロムナードコンサート

会場は全て名古屋市音楽プラザ１階の音楽サロンです。
お問合せ：名古屋市音楽プラザ Tel 052-331-640

※立ち見となる場合がございますので予めご了承ください。

創刊準備号

名古屋が誇る文化の殿堂、第二幕の幕開けです！
発刊のごあいさつ
平成 28 年 4 月 1 日（金）より、日本特殊陶業市民会館と名古屋市音楽プラザは共立・名古屋共立共同事業体が指定管理
者として管理運営を行うこととなりました。それに伴い、このたび両施設共通の月刊情報紙としてこの＜にじいろ＞を発刊い
たします。
＜にじいろ＞という紙名には、
「彩り豊かな文化催事の発信地としての市民会館」であったり、
「みなさまと市民会館や音楽
プラザを結ぶかけはしに」といった意味込めて名付けました。これから毎月限られた紙面の中ではありますが、催事のご案内
だけに留まらないさまざまな文化情報をお届け出来ればと考えておりますので、是非とも毎号ご愛読賜りますよう、よろしく

♪インフォメーション

お願い申し上げます。
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からのお知らせ＞

＜名古屋市音楽プラザからのお知らせ＞

○ご利用のお申込み受付開始日
4 月 1 日（金）より、下記のご利用お申込みの受付を開始いたしま
す。
・フォレストホール・ビレッジホール
…2017 年（平成 29 年）5 月分
・第 1 リハーサル室・第２リハーサル室
…2016 年（平成 28 年）6 月分
・第 1 会議室・第２会議室・特別会議室
…2016 年（平成 28 年）11 月分
※リハーサル室と会議室はホールのご利用者が優先となっており
ますので、お申込みいただける日・区分が予め限られる場合が
あります。
※受付開始日（初日）に他団体と使用希望日（使用単位）が重なっ
た場合は、ホールは初日の午後 3 時から、リハーサル室・会議
室は午前 11 時から抽選を行います。なお、ホールは抽選日の翌
日から、リハーサル室・会議室は同日抽選後から先着順で受付
します。

○ご利用のお申込み受付開始日
4 月 1 日（金）より、下記のご利用お申込みの受付を開始いたしま
す。
合奏場・大リハーサル室・中リハーサル室
音楽の練習でご利用の場合
…2016 年（平成 28 年）11 月分
音楽以外の舞台芸術の練習でご利用の場合
…2016 年（平成 28 年）7 月分
第 1 控室・第 2 控室
音楽の練習で、リハーサル室と同時使用の場合
…2016 年（平成 28 年）11 月分
音楽以外の舞台芸術の練習の一環としてご利用の場合
…2016 年（平成 28 年）7 月分
○施設点検日のご案内
4 月 4 日、18 日、25 日（月）は施設点検のため、施設の貸出しは行
いません。なお、ご利用のお申込み等の受付は 9 時 00 分～17 時
30 分で承ります。
また、施設点検日は、プラザ正面東玄関が閉鎖となりますので、
南側出入口からご入館ください。

○施設点検日のご案内
4 月 4 日（月）、25 日（月）は施設点検のため、施設の貸出しは行い
ません。なお、ご利用のお申込み等の受付は 9 時 00 分～17 時 30
分で承ります。
また、施設点検日は、日本特殊陶業市民会館地下連絡通路は閉
鎖となりますので、ご来館の際はご注意ください。

＜ネーミングライツについて＞
名古屋市は 2012 年（平成 24 年）より名古屋市民会館について日
本特殊陶業株式会社をネーミングライツ・パートナー企業として、建
物や施設の愛称を以下のとおりとしています。
名古屋市民会館
大ホール
中ホール
地下鉄連絡通路

＝日本特殊陶業市民会館
＝フォレストホール
＝ビレッジホール
＝日本特殊陶業市民会館連絡通路

＜編集後記＞
今回の創刊準備号、いかがだったでしょうか。まだまだこれ
から、という部分もたくさんあるとは思いますが、もっとみな
さまにお楽しみいただきながら、みなさまのお役に立つような
紙面づくりをしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

日本特殊陶業市民会館も、名古屋市音楽プラザも既にみなさまに
とってはとてもなじみの深い施設であろうとは思いますが、今回の
創刊準備号にあたり、改めてそれぞれの施設について、簡単にご紹
介いたします。

日本特殊陶業市民会館
開館：1972 年（昭和 47 年）10 月 1 日

お問合せ：名フィル・チケットガイド Tel 052-339-5666
（平日 9 時 00 分～17 時 30 分）
○第 434 回定期演奏会 （会場：愛知県芸術劇場コンサートホール）

4 月 15 日（金）18 時 45 分開演／16 日（土）16 時 00 分開演
Ｓ席 6,100 円～Ｄ席 2,100 円ほか
指揮：小泉和裕（名フィル音楽監督）
曲目：R.シュトラウス／家庭交響曲 ほか
○しらかわシリーズ（Vol.27）（会場：三井住友海上しらかわホール）
4 月 28 日（木）18 時 45 分開演
Ｓ席 5,100 円～Ｂ席 2,100 円ほか
指揮：鈴木秀美
曲目：ベートーヴェン／交響曲第５番ハ短調作品 67
「運命」 ほか

日本特殊陶業市民会館・名古屋市音楽プラザ
月刊情報紙＜にじいろ＞ 創刊準備号
2016 年（平成 28 年）4 月 1 日発行
指定管理者 共立・名古屋共立共同事業体
愛知県名古屋市金山一丁目５番１号 TEL 052-331-2141

共立・名古屋共立共同事業体

市民会館にはこの他にも、それぞれのホールのステージの間口と
同じ長さを持つ 2 つのリハーサル室や 3 つの会議室などが施設とし
て備わっています。
また館内にはレストランも
あり、多くの方にご利用いただ
いています。
会館の建物の外には広場が
あり、こちらでホールの催事と
関連したイベントを行うこと
もありますので、ぜひお気軽に
お立ち寄りください。
第 2 リハーサル室

名古屋市音楽プラザ
開館：1996 年（平成 8 年）12 月 2 日
市民会館の北側に位置する名古
屋市音楽プラザは今年で開館から
20 年を迎えます。その名称のとお
り、オーケストラをはじめとする大
規模な音楽練習に適した合奏場や、
2 つのリハーサル室などがありま
す。音楽練習のほか舞台芸術に関わ
る多くの団体様が日頃の研鑽を重
ねる場としてお使いいただいてい
ます。
また名古屋市が世界に誇る楽団、
名古屋フィルハーモニー交響楽団
は音楽プラザを拠点のひとつとし
て、リハーサル等を行っています。

市民会館東南側からの眺め

＜名古屋フィルハーモニー交響楽団 ４月の公演情報＞

指定管理者

市民会館には 2 つのホールがあります。
ひとつは 2291 席（車椅子
席 5 席）の大ホール・フォレ
ストホールです。間口 20 メ
ートル、奥行 21 メートル、
高さ 11.5 メートルのステー
ジに反響板やオーケストラ
ピット、更に多くの吊物バト
ンを備えており、大規模で多
彩な音楽公演や舞台公演の
上演が可能です。

フォレストホール

もうひとつは中ホールと
して 1146 席（車椅子席 3 席）
のビレッジホールです。こち
らは間口 16 メートル、奥行
21 メートル、高さ 7.2 メー
トルのステージや反響板に
加え、回り舞台や花道といっ
た古典芸能の上演にも適し
た設備が含まれており、大き
な特長となっています。

音楽プラザ外観

反響板設置時

これまでに市民会館のステージに実際に立たれ方、コンサートや
演劇公演をご鑑賞された方、また音楽プラザをご利用いただいてい
る方など、さまざまなかたちで市民会館や音楽プラザと関わりを持
たれている方がいらっしゃると思います。そうしたみなさまのご経
験や思い出のひとつひとつが、名古屋の文化の歴史そのものです。
これからみなさまと更に素敵な「文化の虹」をかけられるよう、
私どもも努めて参りますのでよろしくお願いいたします。
ビレッジホール 2 階客席より

４月の催し物

４月の催し物

３月 25 日現在

催事名

開演

終演予定

主催・問合先

入場料等

３月 25 日現在

催事名

開演

終演予定

1

金

2016年度 入学式

11:00
14:00

12:00
15:00

(学)梅村学園(平日９時～１７時)
052-835-7111

関係者

2

土

シニア混声合唱団 白川ハーモニック・クラブ第
５回定期演奏会

13:30

15:30

2

土

モーニング娘。'16 コンサートツアー春
～EMOTION IN MOTION～

15:00
18:30

17:30
21:00

サンデーフォーク プロモーション
052-320-9100

指定席/一般 7,500 円
ファミリー席/一般 7,500 円

5

火

平成２８年度中部美容専門学校合同入学式

11:00

12:00

14:30
17:30

セカンドステージ(株)(10時～18時
土日祝除く)06-6205-8181

7

木

民音落語会 林家木久扇・桂米助 二人会

サンスターファミリーミュージカル2016

13:00
16:00

14:00
18:30

16:00
20:30

10:00

11:00

3

日

7

木

8

金

9

土

10

13
16
17

平成２８年度 電波学園合同入学式
高等課程合同入学式
平成２８年度 電波学園合同入学式
開催日
開演
専門課程合同入学式

（学）電波学園 法人事務局
052-681-2299
10:30
11:30
13:30主催・催事名・内容・出演等
14:30

手裏剣戦隊ニンニンジャー
2
土
14:00
ファイナルツアー2016

作！

15:00

17:00

22

金

愛知産業大学工業高等学校 新入生歓迎会

12:10

16:00

24

日

日本健康太極拳協会愛知県支部春季交流会

13:30

15:30

27

水

小林幸子コンサート

14:00

16:00

29

金

17:00

19:00

30

土

16:00

18:00

DISH//2016 Spring Hall Tour
『D//RedBlue』

愛知産業大学工業高等学校
052-322-1911
日本健康太極拳協会愛知県支部
052-332-6778
㈱夢グループ
0570-666-114
サンデーフォーク プロモーション
052-320-9100

白川ハーモニッククラブ
無料（要整理券）
（石田）090-3388-5205
愛知県美容業生活衛生同業組合
立中部美容専門学校
関係者
052-323-0011
ＭＩＮ─ＯＮ中部センター
全席指定 4,300円
052-951-5391
名古屋福祉専門学校
関係者
（入場無料）
３月 25 日現在
052-211-2231

平成２８年度 学校法人 丸の内学園 名古屋
10:00
12:00
8
金 福祉専門学校 入学式・始業式
名古屋市音楽プラザ
4 月のサロンコンサート

土

第31回国民文化祭・あいち2016応援事業
第9回オカリナの集い?東海大会?
国民文化祭 「春の祭典」

11:00

16:00

ライリッシュ・オカリナ連盟
（平日9:30～18:00）
0120-53-0801

全自由席 500円

全席指定（３歳以上有料）
Ｓ席 3,800円

10

日

WEAVER 11th TOUR 2016
「Draw a Night Rainbow」

17:00

19:00

サンデーフォークプロモーション
052-320-9100

全席指定 4,500円

※２歳以下膝上鑑賞無料。ただし、お
席が必要な場合は有料。

13

水

10:00

11:30

10:00
14:00

11:30
15:30

東海労働金庫
人事部（採用担当 林）
052-243-8812

無料(自由席)※必ず受付を済
ませてからご入場ください

白ゆり会 052-432-7571

無料（要整理券）

東海ろうきん企業セミナー
十六銀行人事部人事企画グ
ループ 052-268-2501 百五
銀行人事部人事課 059223-2308 ご入場は事前予約の

14

木

16

土

白ゆり会 道－ありて遥か－

11:00

16:30

20

水

東海ろうきん企業セミナー

10:00

11:30

21

木

東日本大震災支援チャリティコンサート2016

18:30

20:45

22

金

川井郁子 １５周年コンサートツアー

19:00

21:00

ＳＳ席 8,000円（税抜）
Ｓ席 7,000円(税抜）

27

水

～崩壊シリーズ～『九条丸家の殺人事件』

19:00

21:00

29

金

日本舞踊 花柳流 第１１回梅奈香会

10:30

17:30

梅奈香会 090-6331-7075

全自由席 1,000円

指定 6,500円

30

土

第１１回「ふたり華」

11:00

18:00

ふたり華 052-835-4056

全自由席 3,000円

関係者のみとなります。

Ｓ席 7,500円
Ａ席 6,500円
Ｂ席 5,500円
関係者
関係者（要入場券）

※催物の予定は変更になることがありますので、詳細については上記問い合わせ先までご連絡ください。

～金山あれこれ～

入場料等

9

関係者

14:00
15:30
中部アコーディオンクラブ
メ～テレイベント事業部(祝日を除く
10:00
11:30 月－金 10時～18時)052-331アコーディオンコンサート”風の音楽会”
12:45
14:15 9966
日
名古屋フィルハーモニー交響楽団
15:30
17:00
20
水
18:30
コントラバス四重奏
名古屋銀行
10:00
12:00
三行（十六・名古屋・百五銀行）企業説明会
経営企画部人事グループ
水
officeノンチェマーレ
14:00
16:00
22
金
15:00
シャンソンコンサート 052-962-1546
アクロバティック ファンタジードラマ日仏シャンソン協会
14:00
16:00
土 26
火
15:00
「輝け！パンダ・マスター」
18:30
20:30 ＭＩＮ─ＯＮ中部センター
音プラ・プロムナードコンサート
これぞ最高峰！中国雑技団が放つ最新傑
11:00
13:00 052-951-5391

日

無料（要招待券）

主催・問合先

東海労働金庫
人事部（採用担当 林）
052-243-8812
名古屋ロータリークラブ
合唱団連合会
052-251-0181
サンデーフォークプロモーション
052-320-9100
(株)キョードー東海
052-972-7466

無料(自由席)※必ず受付を済
ませてからご入場ください
無料（要整理券）
全席指定 6,000円
全席指定 8,000円

※催物の予定は変更になることがありますので、詳細については上記問い合わせ先までご連絡ください。

行き先は「虹の向こう」

「金山ってどんな街？」

日本特殊陶業市民会館と名古屋市音楽プラザのある街、金山のあれこれをご紹介します。

―市民会館と音楽プラザのスタッフがお届けするアートやエンターテインメントなどのおはなし―
名古屋駅から電車でおよそ 5 分という
距離にある街、金山。
もともとこの地域にある金山神社を地
名の由来として形成されてきた金山の街
ですが、戦後の復興計画に伴って整備さ
れてきた鉄道駅との関わりが現在の金山
の賑わいを生み出しました。
特に名古屋市の市制 100 周年を記念す
るイベントとして 1989 年（平成元年）に
開催された世界デザイン博覧会に合わせ
て金山周辺も整備が進められ、名古屋市
営地下鉄、ＪＲ東海、名鉄の 3 つの鉄道
路線による金山総合駅の誕生が非常に大
きな出来事だったと考えてよいでしょ
う。
それから 10 年後の 1999 年には、駅の
南側に名古屋都市センター、ホテルグラ

ンコート名古屋、そして名古屋ボストン
美術館が入居する金山南ビルがオープン
します。更に 2005 年、今度は駅の北側に
複合商業施設のアスナル金山がオープン
しました。
このように新たにオープンしたさまざ
まな施設に加え、金山総合駅の周辺には
多くの商店やオフィスビルが立ち並んで
おり、名古屋市内でも有数の繁華街とし
て多くの人に親しまれています。
その意味で金山の街は、戦後から続く
名古屋市発展のシンボルのひとつと言っ
ても良いかもしれません。
そうした金山の街にあって、日本特殊
陶業市民会館は 1972 年（昭和 47 年）の
開館ですから、この街を 40 年以上見続け
てきたことになります。

新しいものと古くからあるものとがう
まく調和した街、金山の魅力をみなさん
もいろいろな角度から改めて見つけてみ
てはいかがでしょうか。

金山総合駅北口からの眺め

今回は春に因んだクラシック音楽の名
曲をご紹介します。
春と言えば、まずは何と言ってもバロ
ック期のイタリアの作曲家、アントニ
オ・ヴィヴァルディ（1678～1741）の代
表作、合奏協奏曲集＜四季＞の第 1 曲＜
春＞。春に見られるさまざまな光景を、
独奏ヴァイオリンと通奏低音を伴う弦楽
アンサンブルによる協奏曲として表現し
たこの曲はみなさんよくご存知のことと
思います。
＜四季＞の各曲にはソネット（詩）が
添えられており、ヴィヴァルディがどう
いうイメージで音楽を書いたか、という
ことが分かるようになっています。その
中で＜春＞については鳥のさえずりや小

川のせせらぎ、春雷、あるいは羊飼いと
ニンフ（妖精）の踊りなどがソネットで
描かれています。
かつてはこうした情景を雅やかな雰囲
気で演奏することも多かったのですが、
近年はヴィヴァルディが活躍していた時
代の演奏スタイルの研究成果を取り入
れ、より生々しく大胆な表現で演奏する
ことも増えているようです。
＜四季＞は演奏会で頻繁に取り上げられ
るだけでなく、実に数多くのレコードも
作られている楽曲です。
みなさんもご自分のイメージにぴった
りな＜春＞をお探しになってみてはいか
がでしょうか。

ヴィヴァルディ

