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CIVIC CENTER岡崎市シビックセンター情報誌

コロネットインフォメーション

主催：岡崎市／岡崎市シビックセンター指定管理者 SPS・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体主催：岡崎市／岡崎市シビックセンター指定管理者 SPS・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体

※公演内容につきましては、一部変更になる場合がございます。

主催公演のチケットの主な取扱場所
岡崎市シビックセンター
TEL.0564-72-5111
※電話予約受付は発売日の翌日から

チケットぴあ
TEL.0570-02-9999

ローソンチケット
TEL.0570-084-004

ツルタ楽器岡崎店
TEL.0564-53-8950
岡崎市羽根町字若宮24-3ミニストップでも購入可セブン-イレブン、サークルK、サンクスでも購入可

富士プレイガイド
TEL.0564-23-3838
岡崎市吹矢町67

芸文プレイガイド
TEL.052-972-0430
愛知芸術文化センターB2F

セプテンバージャズナイト

シビコロ会員 9月の先行予約受付

秋の夜長に大人のジャズライブ

出演：菅沼直カルテット＆今岡友美
場所：シビックセンター交流広場
料金：入場無料

2016年9月9日（金）18:30開演

若きバンドネオン奏者の演奏会

場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 3,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2016年10月15日（土）15:00開演（14:30開場）

先行予約の方法：往復はがきに　①コンサート名（「雅楽 源氏物語」）　②座席希望エリア　③券種、希望枚数（最大4枚）　④会員番号　⑤氏名
⑥受取方法（窓口か郵送）を明記、返信用はがきに宛先を記入の上、シビックセンター宛にご郵送ください。

予約締切　9月17日（土）必着　※一般発売日 9月24日（土）までに結果を通知いたします。

岡崎市出身のジャズシンガー今岡友美をはじめ、さまざまな
ジャズシーンで活躍するアーティストが、今年もジャズナイト
に登場します。毎年大好評のこのイベント。初秋の夜風に吹
かれ、心地良いジャズのサウンドで、大人の時間をお過ごしく
ださい。

狡ビクターエンタテインメント狡ビクターエンタテインメント

『ヴァイオリンとヴィオラ、ピアノ』平日午後の演奏会

場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 2,000円※未就学児の入場はご遠慮ください。

2016年11月22日（火）14:00開演（13:30開場）
狡Julia_Wesely狡Julia_Wesely

今 年 も 開 催

会場案内、準備撤去、
　　各コーナーのサポート

シビックハロウィンパーティ2016

飲食も楽しめます。

※雨天の場合は館内にて開催

場所：シビックセンター館内＆交流広場
2016年10月29日（土）
10:30～16:00開催

ハロウィンパーティにボランティアスタッフとして参加し、さらにイベントを楽しんでみませんか？
内容詳細：会場案内、キッズコーナー、メイクコーナーなど各コーナーのサポート、事前

準備、片付け等、ハロウィンパーティを盛り上げるサポートをしていただき
　　　　　ます。
募集人数：10名程度　※応募多数の場合は抽選
応募期間：9月1日（木）～9月30日（金）必着
応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、１階総合案内、ＦＡＸにてご応募ください。
　　　　　申込用紙は9月1日より配布予定です。

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集

世界最古のオーケストラが奏でる日本の伝統音楽

出演：多忠輝（宮内庁式部職楽部）　野原耕二（音楽プロデューサー）　東京楽所
演目：〈管絃〉盤渉調音取（ばんしきちょうねとり）、青海波（せいがいは）、
　　　　　　越天楽残楽三返（えてんらくのこりがくさんへん）
　　　〈舞楽〉左舞 万歳楽（まんざいらく）、右舞 落蹲（らくそん）
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般5,000円　学生3,000円（25歳以下）

2017年1月21日（土）15:00開演（14:30開場）

9月24日（土）一般発売

好評につき完売 好評発売中

世界最古のオーケストラ。千年の伝統文化、日本雅楽を「平安王朝文学 源氏物語」
より演目を選び、雅な世界を市制100周年記念としてお届けします。宮内庁式部職楽部
で継承されている日本雅楽の魅力をトークを交えて紹介します。

シビックセンター主催公演・イベント情報シビックセンター主催公演・イベント情報

コンサートホール コロネット スケジュールは裏面へ

岡崎市制100周年記念 コロネット開館15周年記念特別コンサート

「雅楽 源氏物語」～悠久の響き～

狡大杉隼平狡大杉隼平

ようこそコロネットシリーズ

三浦一馬 plays ガーシュウィン＆ピアソラ

動物たちが奏でる多彩な音楽の世界

場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 おとな2,500円（高校生以上） こども1,000円（3歳以上）
※大人ひとりにつき3歳未満ひとり膝上無料。ただし座席を利用する場合はチケットを購入してください。

2016年12月17日（土）
15:00開演（14:30開場）

8月27日（土）一般発売 ジャズ･ピアニストが繰り広げるクリスマスジャズライブ8月27日（土）一般発売
親子で楽しむコンサートシリーズ

音楽の絵本
クリスマスコンサート

場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般5,000円

学生3,000円（25歳以下）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2016年12月23日（金・祝）
19:00開演（18:30開場）

Okazaki Exciting Stage Series

小曽根真 クリスマスジャズナイト

ぶらりコロネットシリーズ

セルゲイ・マーロフ＆岩崎洵奈
デュオ・リサイタル

狡スーパーキッズ狡スーパーキッズ

今岡 友美
（ヴォーカル）

神谷 邦彦
（ドラム）

菅沼 直
（ピアノ＆ヴォーカル）

近藤 万里子
（トランペット）

野本 謙之
（ベース）

狡kenzi_photo狡kenzi_photo

※昨年の様子※昨年の様子

※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。



※8月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 9月のスケジュール

Facebookで最新情報をチェック！
たくさんの「いいね！」お待ちしています。

岡崎市シビックセンター岡崎市シビックセンター TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地
TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地

http://www.civic.okazaki.aichi.jp/http://www.civic.okazaki.aichi.jp/ホームページホームページ

図書室スタッフおすすめの1冊！図書室スタッフおすすめの1冊！

世界一強い女の子ピッピ
は、元気でやさしくて、お金
もち。自由でハチャメチャで
すが楽しませてくれます。ス
ウェーデンで愛され続けて
いるニイマンの独特な絵で
贈る絵本版。第4弾まであり
ます。

アストリッド・リンドグレーン作／
イングリッド・ニイマン絵／

いしいとしこ訳

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■9月の休室日：
　5日（月）、12日（月）、19日（月・祝）、20日（火）、23日（金）、26日（月）
■休室日：月曜日、祝日の翌日
■お話と紙芝居の会：
　毎週火曜日16:00～　毎週日曜日15:00～　第2・第4土曜日14:30～
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

■営業時間：8:30～21:00（L.O.20:30）
■お問合せ先：TEL 0564-58-1010

『こんにちは、　　　　　 
長くつ下のピッピ」

モーニングからディナーまで楽しめる

※詳細は、各主催者へお問合せください。

…コロネット市民音楽フェスティバル2016

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

有効期限：2016年9月1日（木）～9月30日（金） ※ご注文時にご提示ください。

お食事代
（お食事を注文の場合のみ）

10%引き

ランチタイム（11:00～15:00）に
このページをご提示いただくと、

14：00開演4
［日］

岡崎市民合唱団第33回演奏会
●1,000円
●岡崎市民合唱団（伊藤） 0564-62-6596

10：15開演10
［土］

2016カワイミュージックフェスティバル
●無料
●カワイ音楽教室 0564-71-7147

10：15開演

18：30開始

11
［日］

2016カワイミュージックフェスティバル
●無料
●カワイ音楽教室 0564-71-7147

15
［木］

アイビス会 第7回定期講演会
「世界を目指す究極のチームワーク･リーダーシップ」
●2,000円
●税理士法人アイビス 0564-25-8078

14：00開演24
［土］

フルート＆ハープデュオ～結～
秋に楽しむクラシックコンサート
●1,000円
●佐々木 090-9938-2350　※未就学児入場不可

13：30開演16
［金］

「朗読でつながろう！育てよう！」
●要整理券
●岡崎市の読み聞かせボランティア
　子どものための絵本活動の手引書を作る会（山田） 090-3254-4508

ゆい

14：00開演25
［日］

石川恵梨 with 撥吹（はっすぃ～）
ピアノ・フルート＆ギター TRIO CONCERT
●1,000円
●平井 090-9957-3474

19：00開演27
［火］

トロンボーンエンジェルス 岡崎公演
天使の歌声
●中学生以上1,000円　3歳以上小学生以下500円
●照喜名 090-2929-4911

18：30開演28
［水］

岡崎市医師会音楽同好会「秋の音楽祭」
秋を彩るプロとアマチュア音楽家によるガラコンサート
●無料
●岡崎市医師会 0564-52-1571

19：00開演30
［金］

宇多村仁美・近藤杏美ジョイントリサイタル
ピアノと歌の調べに寄せて
●1,000円
●宇多村 080-3061-8469

2016年度
シビコロ・クラシック
会員募集中

シビコロ会員募集中

お得な特典
盛りだくさん！
お得な特典
盛りだくさん！

年会費無料！年会費無料！シビックセンターの有料の会員登録制度です。4月から翌年3月までの1年間有効です。
年会費：5,000円　定員：50名　有効期間：2017年3月31日まで　1階総合案内でお申込みいただけます。

■主催公演チケットを一般発売前に座席指定でご予約いただけます（1公演1会員2枚まで、希望座席が重なった場合は抽選）。
■主催公演のチケットを10％割引でご購入いただけます（1公演1会員2枚まで）。
■主催公演休憩時のカフェでのドリンクが2杯まで無料。
■「コロネットインフォメーション」や公演チラシなどを定期的にお届けします。
■公演ごとに、出演者のサイン色紙プレゼントや記念撮影など、さまざまな特典をご案内します。
■シビックセンター1階カフェレストラン「グリーンハウス」の飲食代が10％割引になります。

シビックセンターの無料の会員登録制度です。
1階総合案内、または電話でお申込みいただけます。

■シビックセンター主催公演チケットを
　一般発売前にご予約いただけます。
　※座席指定はできません。
■「コロネットインフォメーション」や
　公演チラシなどを定期的にお届けします。
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アクセス
○JR岡崎駅東口から北へ徒歩7分
○名鉄東岡崎駅から名鉄バス3番のりば「岡崎駅前」行き乗車
　「岡崎市シビックセンター」バス停下車徒歩1分
○東名高速岡崎ICから20分
立体駐車場223台　北駐車場181台

1階総合案内（チケット販売・施設貸出業務）9:00～20:00
休館日：年末年始（12月29日～1月3日)
※その他保守点検などで臨時休館する場合がございます。

特
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チケット発売中

グリーンハウスランチ
980円（税込1,058円）
サラダ＋スープ＋
メインディッシュ＋
ライス＋ドリンク

❖ 花植えを開催します！

場所：シビックセンター交流広場
2016年9月11日（日）9:30～

開 催 日：2017年3月 5日（日）11:00～16:00（予定）
募集締切：2016年9月15日（木）必着

リレーコンサート出演者募集リレーコンサート出演者募集
クラシック音楽を中心とした演奏をリレー形式で行い、
お客様に様 な々音楽を楽しんでいただくリレーコンサート
の出演者を募集いたします。

※詳しくはホームページをご参照いただくか、総合案内までお問合せください。

コロネット市民音楽フェスティバル2016

どなたでも参加できますどなたでも参加できます

コンサートホール コロネットコンサートホール コロネット

集合時間：9:30
集合場所：シビックセンター交流広場
事前申込不要

みんなで楽しく、
きれいな花を植えましょう！
初めての方も大歓迎です！
皆さまのご参加をお待ちしています！

みんなで楽しく、
きれいな花を植えましょう！
初めての方も大歓迎です！
皆さまのご参加をお待ちしています！


