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ƴơƍǖ
アートマネージメントということばをご存じでしょうか？

・フォレストホール・ビレッジホール
（平成29年）7月分
…2017年
・第1リハーサル室・第２リハーサル室

…2016年（平成28年）8月分

・第1会議室・第２会議室・特別会室

…2016年（平成29年）1月分

※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。

○施設点検日のご案内
6月 2日
（木）
、21日
（火）

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。

＜ネーミングライツについて＞

名 古 屋 市 は 2 0 1 2 年（ 平 成 2 4 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連絡通路

＜ホームページのご案内＞

日本特殊陶業市民会館と名古屋市音楽プラザのホーム
ページを開設しています。下記アドレスよりご覧ください。

http://www.nagoya-shimin.hall-info.jp/

ᲶዻᨼࢸᚡᲸ
ųపᩋƷܓራƕǍƬƯƖǇƢŵƜƷƷƓƨƷƠǈƷƻƱƭŵ
ų̾ʴႎƴƸᩓưƢŵᡫѮЗƸƞƢƕƴΕёưƢƚǕƲ
ᢸٳǛឥǔЗƷƸƍƍưƢŵኔᘍ˺ܼƷܷᏥ̢ɤƕƍƯ
ƍƨƜƱƩƱ࣬ƍǇƢƕŴᩋƷଐƷᑥƕ൦مဒƷǑƏƴᙸƑ
ǔƜƱƕƋǔŴƱƍƏƜƱŵଐ᪭ჷƬƯƍǔᑥưƋƬƯǋŴ
ᩋƕƦƷۋǛ፦ƠƘ٭ƑǔƜƱƴൢƕ˄ƘƱŴᩋƷଐǋƍƍǋ
ƷƩƱ࣬ƑǔƸƣưƢǑŵ

「アートをマネージメントすることでしょ」と言ってしまえ
ばそのとおりなのですが、では実際にはどういうことなの
か。そもそもアートってマネージメントするようなものな

᳸ǤȳȕǩȡȸǷȧȳ᳸
○ご利用のお申込み受付開始日
6月1日
（水）
より、
下記のご利用お申込みの受付を開始いたします。

㻞㻜㻝㻢 ᖺ
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会場は全て名古屋市音楽プラザ１階の音楽サロンです。 ※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。
お問合せ：名古屋市音楽プラザ Tel 052-331-6041

＜日本特殊陶業市民会館からのお知らせ＞

᪥ᮏ≉Ṧ㝡ᴗᕷẸ㤋䞉ྡྂᒇᕷ㡢ᴦ䝥䝷䝄䚷䚷᭶หሗ⣬

＜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
６月1日
（水）
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

…2017年（平成29年）1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）9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(同一区分)の場合

…2017年（平成29年）1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）8月分

○施設点検日のご案内
6月6日、20日、27日
（月）

のか。今回の＜にじいろ＞ではその辺のところを軽くです
けれど、ご紹介していきたいと思います。

＜名古屋フィルハーモニー交響楽団 ６月の公演情報＞
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436回定期演奏会 （愛知県芸術劇場コンサートホール）
６月17日（金）18時45分開演／18日（土）16時00分開演
Ｓ席6,200円〜C席3,100円ほか
指揮：高関 健
ピアノ：アレクサンデル・ガジェヴ

（第9回浜松国際ピアノコンクール第1位）

曲目：モーツァルト／ピアノ協奏曲第27番変ロ長調 K.595
ラヴェル／＜ダフニスとクロエ＞第1組曲・第2組曲ほか
♪第51回市民会館名曲シリーズ（日本特殊陶業市民会館フォレストホール）
神奈川フィル＋名フィル スペシャル・ジョイント・コンサート
６月27日（月）18時45分開演
プラチナ席7,700円〜C席2,100円ほか
指揮：川瀬賢太郎（名フィル指揮者） ピアノ：菊池洋子
神奈川フィルハーモニー管弦楽団（共演）
曲目：モーツァルト：ピアノ協奏曲第21番ハ長調 K.467
ショスタコーヴィチ／交響曲第7番ハ長調 作品60
「レニングラード」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＞ 2016年6月号（vol.2）
2016年（平成28年）6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
http://www.nagoya-shimin.hall-info.jp

か、またどうすれば鑑賞者にとってその芸術家や作品の体
験が意義深いものになっていくか、更にはどうすればその
文化施設のある地域にとって有意義な催事になるのか、そ
ういったことをもろもろ考える。それがアートマネージメ
ントです。

最初に定義のようなものから。
「アート」の意味はいいですね。もちろん芸術のことです。
「マネージメント」は一般的に言えば管理する、とか経営す
るという意味になります。ですから直訳的に日本語に置き

アートマネージメントは、

換えれば「芸術を管理する、芸術を経営する」ということ

劇場という空間を長いス

になります。もう少し言葉を補うと「芸術活動を」と言っ

パンでどう彩るかを考え
ることでもあります。

た方がより良いと思います。
芸術活動は、まずは音楽家、美術家、舞踊家といった芸
術家が表現活動を行う、あるいは行おうとするところから
始まります。そうしてその成果として形や動きによって表

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。

間に立つ、と言ってもただぼんやりとしている訳ではな
く、どうすればより良い形で芸術家を鑑賞者に紹介できる

わされた作品が生み出されていきます。
次にその作品を体験する人々が登場します。具体的に言
えば、音楽会や展覧会というような場で作品を鑑賞しよう
とする人々ということになります。

ホールや劇場、あるいは美術館に行ったことのある方、
またそこで何らかの芸術体験をされたことのある方はたく
さんいらっしゃると思います。そこで私たち文化施設のス
タッフが、そういう催事の際にバタバタと動き回っている
姿を目撃されたことのある方もいらっしゃるのでは。もち
ろん私たちスタッフの存在は、まずは裏方として芸術家と

「触れ合いの場」の存在
さて、芸術家（の作品）と鑑賞者は直接触れ合っている
ように見えるかもしれませんが、実際にはそこに「触れ合い
の場」が存在します。また芸術家が、その「触れ合いの場」
に登場するためのサポートを行う役割を担っている人々も
居ます。それは、文化施設を運営する私どもであったり、
芸術家に働きかけ、そういう文化施設の催事に引っ張り出
してくる事業運営者であったりします。平たく言えば、芸
術家と鑑賞者の間に立つ存在ということになります。

సရ
ⱁ⾡ᐙ
䠄㡢ᴦᐙ䞉⨾⾡ᐙ䞉⯙㋀ᐙ䛺䛹䠅

「アート」を「マネージメント」するのは…

⾲⌧άື

䝟䝣䜷䞊䝬䞁䝇

みなさんとを結び付けるためのものであって、そんなに表
立った役割ではありませんから、ご存じでない方も多いと
は思います。
でも、全ての催事ではないにせよ、何らかの意図を以て
開催している芸術文化催事もあり、そこには私たち文化施
設を運営する側としての「思い」
＝アートマネージメントの
哲学が働いている、ということを少し思い出していただける
と幸いです。
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芸術家と芸術を体験する人々の間にあるのは…
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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。
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ദ䞉ၥྜඛ

ᙸếỜႺẲềỚỦẮểờٻЏễợạỆờ࣬
ỪủộẴẇ

市民会館の北側にある古沢公園

―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のおはなしー
ࠉᅇࡣࢻ࣭࣭࣑ࣞࡢ࠾ヰࡋ࡛ࡍࠋ
ࠉⓙࡉࡲࡀᬑẁࡽ⪥ࡋ࡚࠸ࡿ㡢
ᴦࡢࢇࡣࠊ⥺㆕ࡢୖ㡢➢
࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
㡪᭤ࠊࢩࣕࣥࢯࣥࠊࢪࣕࢬࠊ࣏ࢵ
ࣉࢫࠊࣟࢵࢡࠊ࡞࡞ࠋ
ࠉ࡛ࡣࠊࡇࡢ⥺㆕㡢➢ࡣࡇ
ࡽ᮶ࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇࡢ㡢ᴦࡢỴ
ࡲࡾࡈࡣ᪥ᮏࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋ
ࡓࠋ᪥ᮏ⊂⮬ࡢ㡢ᴦࡣࠊẸㅴ࣭ᑠ
ှࡸ➃ှ࣭㒔ࠎ㐓࡞ࡀ࠶ࡾࡲࡍ
ࡀࠊࡇࢀࡽࡣ➹グᙧᘧࡼࡾࡶཱྀ㢌
ࡼࡿఏᢎ࡛ᖌࡽᘵᏊࠊぶࡽᏊ
ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୕
⥺ࡸ⍆࡞ࡣ₎ᩘᏐᩥᏐࢆࡗ࡚
㡢㝵ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ

ࢫ࣒ࣛࡸࣥࢻ㡢ᴦྠᵝ᪥ᮏ
㡢ᴦࡶ㡢ࡀ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ
ࠉ⌧௦㐪࠸ࠊㄞࡳ᭩ࡁࡀฟ᮶࡞࠸
ேࡶᑡ࡞ࡃࡣ࡞ࡃࠊཱྀฟࡋ࡚⪺
ࡏࠊ⪥࡛ぬ࠼ࡿࡇࡀከࡗࡓࡼ࠺
࡛ࡍࠋ
ࠉ᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣࠊྂࡃࡣ⦖ᩥ௦
ࡍ࡛ᴦჾࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛
ࡍࠋࡑࢀࡽࡣ⚄ࡸࡢ㬆ࡾ≀
ࡋ࡚ࢃࢀࠊ㡢㝵ࡀ᫂☜࠶ࡗࡓࡢ
ࡣ࡛᫂ࡍࠋ
ࠉᐑᘐ㡢ᴦࡸ㞞ᴦ࡛㡢㝵ࡀ࡛ࡁࠊ
┿ࡢࡼ࠺࡞ᴦ㆕ࡀ⌧ᅾࡶࢃࢀ࡚࠸
ࡲࡍࠋ

( 次号へ続く）

