
　シビックセンターから全国へ、世界へ発信する弦楽トリオ「アンサンブル天下統一」。今年も
コロネットで演奏会を開催します。
　2014年、初陣を飾った「アンサンブル天下統一」は、東京藝術大学准教授の中木健二
（チェロ）、読売日本交響楽団のコンサートマスターを務める長原幸太（ヴァイオリン）、そして
同じく読売日本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏者を務める鈴木康浩（ヴィオラ）をコアメンバーとし
た、まさに日本の若手トップ奏者が揃った弦楽トリオです。
　今回は三重奏に加え、五重奏のプログラムも取り入れ、ゲストには若くしてカーネギーホー
ル・デビューを飾るなどこれからの期待を担う小林壱成（ヴァイオリン）と、数々のコンクールに
て入賞を果たしているヴィオラ界の新星、鈴村大樹（ヴィオラ）という若手の精鋭たちを招き、
演奏会を盛り立てます。
　曲目は、ベートーヴェンが書いた4つの弦楽三重奏曲の中の第1番 作品3を、「アンサンブル
天下統一」のコアメンバーで演奏。そしてゲストのふたりを加えて演奏するブラームスの弦楽五
重奏曲第2番は、明るく快活でワルツの要素も取り入れた、色彩豊かな室内楽曲。曲目も奏者
も、初夏のシビックセンターに相応しい装いです。三重奏と五重奏を堪能できる2015年、室
内楽の真髄を若手弦楽トップ奏者たちの響きで存分にお楽しみ下さい！

    コロネット室内楽シリーズ　アンサンブル天下統一２０１５

    

2015年6月14日（日） 15：00開演
全席指定  ￥3,5０0　※2月28日（土）一般発売

コロネット室内楽シリーズ　アンサンブル 天下統一 2015

シビコロ会員専用情報　今月の先行予約受付
コロネット室内楽シリーズ
アンサンブル 天下統一 2015

先行予約の方法
往復はがきに　①コンサート名　②座席希望エリア　③希望枚数(最大4枚まで)　④会員番号　⑤氏名
⑥受取方法(センター窓口か郵送)を明記、返信用はがきにも宛先を記入の上、シビックセンター宛に郵送して下さい。

予約締切　2月20日（金）必着　※一般発売日2月28日（土）までに結果を通知いたします。

○全席指定 ￥3,5006/14
2015

［日］ 15：00開演

狡Mirco Magliocca狡Mirco Magliocca

狡S.IMURA狡S.IMURA

鈴村 大樹（ヴィオラ）鈴村 大樹（ヴィオラ）小林 壱成（ヴァイオリン）小林 壱成（ヴァイオリン）

鈴木 康浩（ヴィオラ）鈴木 康浩（ヴィオラ）
中木 健二（チェロ）中木 健二（チェロ）

長原 幸太（ヴァイオリン）長原 幸太（ヴァイオリン）

※確定申告期間（2月16日～3月16日）は駐車場の混雑が予想されますので、
　公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。
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僕は初めて演奏する会場の「下見」を必ずするようにしています。
ホールの響きを確認したり会場全体の雰囲気を知る事で「そこでしかできない」ってプログラムを考えるのが楽しい。
それと同じぐらい重要視しているのが会場周りの「散歩」です。
本番当日、お客さんがコンサートを楽しみにワクワクしながら（おそらくね）目にする景色。
コンサートが終わって興奮冷めやらぬ気持ちで（だといいんですが）帰り道に見るであろう景色。
それも知って、なにかその日の演目の中に取り入れたい。
今回「コロネット」には２度目の登場という事で「下見」はしないのですが、
前回ＪＲ岡崎駅から名鉄東岡崎駅辺りまでを３時間ぐらいかけて歩いた時に見た景色は鮮明に覚えています。
この文章を書いているのは、まだ寒いクリスマスの時期ですが。
３月末のポカポカした昼下がり、岡崎の街をみなさんが会場に歩いてくる姿が目に浮かびます。
是非是非「ぶらり」とコロネットにお越しください！ 鬼頭 哲

KITO, Akira Brass Band ! の
リーダー 鬼頭哲さんからメッセージをいただきました。

2015年度おすすめ“7公演セット券”
2月10日（火）まで受付

コロネット市民音楽フェスティバル
2月1日（日）より参加者受付開始！

シビック ロビーコンサート Vol.Ⅳ
～ひなまつりに奏でる ハープの音色～

　地元演奏家の方々が活躍する市民音楽フェスティバルに参加してみません
か？「コロネットで演奏してみたい！」「活躍の場を広げたい！」「集客が不安だけど
演奏会をやってみたい！」という方々。当企画は、意欲のある方々に、ホール使用
料を免除し、公演開催までのPR等をサポートし演奏機会を提供する事業です。た
くさんの方々のご参加をお待ちしております。
・開催期間　2015年9月23日（水・祝）・24日（木）・28日（月）・29（火）・30（水）
 10月1日（木）・2日（金）の7日間
・参加資格　演奏活動をしている個人またはグループ

※営利企業・プロモーターなどが実施するものは参加不可。
※定期演奏会（定期的に開催する演奏会）や主催団体の記念行
　事的演奏会、教室等の発表会を除く。

・公演内容　ホールの特色を生かし、生音を中心とした60～120分以内の公
演。ジャンル不問。

・申込方法　配布中の「募集要項」をご参照頂き、添付の「申込用紙」に必要
事項をご記入の上、出演者プロフィールと活動履歴を添付してシ
ビックセンター1階総合案内までご提出下さい。郵送でのご応募も
可能です。募集要項はシビックセンター1階総合案内にて配布し
ています。また、ホームページからもダウンロードできます。

・申込期間　2015年2月1日（日）～2月28日（土）
 ※受付時間：9:00～20:00  ※郵送の場合は2月28日（土）必着

　シビックセンター1階総合案内もしくはホームページにある所定の申込用紙に必要事項を
ご記入の上、総合案内に持参またはFAXにてお申し込みください。

3月3日はひなまつり。
春うららかな昼間、シビックセンター1階ロビー
で、ハープの音色に耳を傾けてみませんか？
岡崎市出身のハープ奏者、高田知子さんが
心地良い音色を奏でます。滝廉太郎の「花」
など“春”の曲をお楽しみ下さい。

◆シビコロ･クラシック会員2015 ※締切：2015年2月28日（土）
・年会費5000円（有効期間2015年4月1日～2016年3月31日）。
・主催公演のチケットを優先的に予約、座席指定できます（1公演1会員2枚まで、
座席指定は希望が重なった場合は抽選）。

・主催公演のチケット10％割引（1公演1会員2枚まで）。
・毎月、情報誌「コロネットインフォメーション」や公演チラシ、お得な情報などいち
早くお届けします。

・その他、主催公演時のカフェでのドリンク2杯無料サービス、公演ごとの特典な
ど、様々なサービスをご用意いたします。
※チケット先行販売の特典は3月末発売のポール･メイエ公演から適用となります。

◆シビコロ会員　※随時募集中
・会費無料。
・主催公演のチケットを、一般発売の約1週間前までに座席エリアを指定してご
予約いただけます。
・毎月、情報誌「コロネットインフォメーション」や公演チラシ、お得な情報などいち
早くお届けします。

「シビコロ･クラシック会員2015」「シビコロ会員」募集中！

●申込方法：
往復はがきに①郵便番号・住所②氏名（ふりがな）③電話番号④券種（一
般または学生）⑤希望セット数⑥会員番号（会員のみ）⑦受取方法（セン
ター窓口もしくは郵送）⑧郵送の場合は入金方法（銀行振込か現金書留）を
ご記入の上、岡崎市シビックセンター「7公演セット券係」までご郵送下さい。
●申込期限：2015年2月10日（火）必着
　※お一人様一通限り。お申込多数の場合は抽選。

￥3,500

公演名 価格
（税込）

コロネット室内楽シリーズ
アンサンブル天下統一 2015

￥5,000
学生￥3,000
￥5,000

学生￥3,000

￥27,000
学生￥23,000

Okazai Super Classic Concert
ポール･メイエ 特別企画～W to B（モーツァルトからベニー･グッドマンまで）～（仮称）

通常合計価格

￥24,000
学生￥19,000７公演セット券（一般、シビコロ会員）

※学生料金の適用は25歳以下の学生の方が対象です。

￥21,000
学生￥17,000７公演セット券（シビコロ・クラシック会員）

Okazaki Super Classic Concert
エマニュエル･パユ フルート･リサイタル《アラウンド･ザ･ワールド》

￥2,500Okazaki New Artist Series
成田達輝＆萩原麻未デュオ･コンサート

￥3,500Okazaki Exciting Stage Series
ミロシュ　ギター･リサイタル

￥3,500Okazaki Exciting Stage Series
エベーヌ弦楽四重奏団 ～世界が熱狂する新世代カルテット～

￥4,000プレミアムコンサートシリーズ
小山実稚恵ピアノ・リサイタル

2015年3月27日（金） 15：00開演
全席指定   ￥1,5０0　※好評発売中

ぶらりコロネットシリーズ
KITO, Akira Brass Band ！ 
コンサート

2015年3月3日（火） 12：30～13：00
場所：シビックセンター１階ロビー  入場無料

シビックロビーコンサート Vol.Ⅳ
～ひなまつりに奏でる ハープの音色～

公演日
6/14（日）
15:00

7/5（日）
15:00

9/15（火）
19:00

10/4（日）
15:00

10/18（日）
15:00

11/6（金）
19:00

1/23（土）
15:00



22015

14：00開演27［金］

12月14日開催

第36回 岡崎市民芸術文化祭 クリスマスコンサート2014
歌劇『ラ・ボエーム』と合唱の魅力

　オペラ界を代表する作曲家、プッチーニのオ
ペラに演出をつけ、立ち居振舞いも歌劇場で
の公演と同じようにし、オーケストラの伴奏で
合唱も入る、壮大で魅力的な公演を、市民芸
術文化祭として開催いたしました。第一部の岡
崎高校コーラス部の合唱演奏では、清らかな
ハーモニーがホール全体を包み、第二部では
110名を越える出演者が登場する歌劇『ラ・ボ
エーム』を演奏。竜美丘小学校、光ヶ丘女子
高校の吹奏楽部が幕中に客席から登場する
など、際立った演出が目立ちました。
　ソリスト、岡崎高校コーラス部の演技ともに
秀逸で、未来のオペラ歌手を予感させる場面
もありカーテンコールでは拍手喝采。地元演奏
家による岡崎市民芸術文化祭は、年の瀬に
相応しい演奏会となりました。

12月6日開催

イルミネーションコンサート

　毎年恒例のイルミネーションコンサート。
コロネットサンタガールのパワフルなダンス
に始まり、優しく澄んだ音色のケルティック
ハープ、力強いゴスペル、寒さを忘れさせてく
れるほど情熱的なフラメンコ、そして元気
いっぱいの中学生たちによる吹奏楽と、素
敵なパフォーマンスの数々が会場を盛り上
げてくれました。サンタさんも登場し、子供た
ちは大喜び！今回は様々な飲食店が集まる
「クリスマス･カフェ」も同時開催。食事をし
ながらステージパフォーマンスを楽しんだとい
う方も多かったのではないでしょうか。
　寒い中、多くの方にご来場いただき、あり
がとうございました！

12月25日開催

シビック ロビーコンサート Vol.Ⅲ
トーンチャイムで楽しむクリスマス

　3回目のロビーコンサートはクリ
スマスの２５日にトーンチャイムの
演奏で「赤鼻のトナカイ」や「もろ
びとこぞりて」などクリスマにぴっ
たりな曲などをお届けしました。
 「きよしこの夜」や冬の童謡「雪
やこんこ」では、お客様も一緒に
歌って楽しいクリスマスのお昼の
ひとときを過ごしていただけたよう
でした。

12月25日開催 サンタを探せ！
　今回もシビックセンターイルミネーションの
最後の日に、多くの皆様にご来場を頂きまし
た。イベントの開始はイルミネーション点灯
式から。子どもたちが点灯ボタンを押すと、
交流広場に歓声があがりました。

　イベントでは、普段は入ることができない、サンタ
の小屋も開放し、中に入ってお楽しみいただきま
した。
　皆様がクリスマスのひと時をシビックセンターに
て笑顔でお楽しみいただけたことを嬉しく思います。

　サックスを吹きながら登場したトナカイの
後ろにいるシビックサンタを見つけると、子ど
もたちは手を振って喜びました。その後はサ
ンタさんとの記念撮影。そして子どもから大
人まで、イベントにお越しいただいた皆様に
はサンタさんからプレゼントがありました。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

家族愛をテーマとする『こどもと魔法』、男
女愛をテーマとする『カルメン』の２つのフラ
ンスオペラのハイライトを、解説を交えなが
ら上演いたします。オペラを初めて観る方に
も、詳しい方にも楽しんでいただけます。

全席自由／ , 円 発売中

コロネット音楽大学シリーズ2014
愛知県立芸術大学 ボンジュール！オペラ
～こどもと魔法･カルメン～（ハイライト上演）

32015

15：00開演27［金］

クラシックの第一線で活躍する奏者や、
新進気鋭のジャズミュージシャンなど個
性的なメンバーが演奏する楽曲は、鬼頭
哲作曲によるオリジナル。「吹奏楽」とも
「ジャズ」とも違う、唯一無二のブラス
ポップミュージックをコロネットでお楽しみ
ください。

全席指定／ , 円 発売中

ぶらりコロネットシリーズ

KITO, Akira Brass Band！コンサート

32015

15：00開演7［土］

日本を代表するソプラノ歌手として国内外で
活躍する森麻季。この公演では、数々の懐か
しい曲や心温まる曲など、日本の歌を中心に
オペラのアリアも含めて森麻季の魅力をたっ
ぷりお届けします。

全席指定／ , 円 残席わずか

プレミアムコンサートシリーズ

森麻季 日本の歌

 音楽の楽しみや喜び、生演奏の迫力と感動を味わってもらうため、小学４年生から
中学３年生を対象に、シビックセンター主催公演に抽選で2名様をご招待します。
3月の公演について、下記のとおり募集いたします。
◇公　　演：2015年3月7日（土）15:00 森麻季　日本の歌

2015年3月27日（金）15:00 KITO, Akira Brass Band！コンサート
◇応募方法：郵便はがきに ①対象公演名　②氏名（ふりがな）

③学校名、学年、性別　④保護者氏名（ふりがな）
⑤郵便番号、住所　⑥電話番号　⑦応募の理由を明記し、
岡崎市シビックセンター
「3月○日公演 ジュニアシート」係までご郵送ください。

◇締　　切：2015年2月15日（日）必着
※詳しくはホームページをご覧ください。

ジュニアシートのご案内ジュニアシートのご案内

狡Yuji Hori

Ⓒ久保 尚子

スマス



シビックセンター館内のご案内

☆開室時間：9時～21時（日曜、祝日は１７時迄）
☆2月の休室日：2、9、12、16、23日
☆お話と紙芝居の会
　毎週火曜日16時～・毎週日曜日15時～
　第2・第4土曜日14時30分～

　　　　　　　　　　　　☎0564-72-5118

■図書室〈1F〉
★図書室スタッフおすすめの１冊！

　“おしゃれは足元から”の
言葉のように、おしゃれな
人は足元から素敵ですね。
本書では靴や足のケア、靴
の正しい試着方法等、足元
に関する様々な情報が写
真や絵で分かりやすく紹介
されています。

『足もとのおしゃれとケア』
COMODO編集部／編

コンサートホールコロネット　２月のスケジュール ※1月10日現在の情報です。

スタッフのあしあと
　2015年が幕をあけ、1ヶ月が過ぎようとしています。
　元旦の朝「今年こそは○○な一年にしよう！」と、とりあえず目標を掲げたりしますよ
ね？大きさは個人差があると思いますが。なんでもできそうな気がするのが1月1日の朝の
威力です。1年の計は元旦にありですから。
　そして1ヶ月が経過。　はその目標が達成していてもよいはずです。みなさん、いかが
ですか？私は・・・、ちょっと下方修正しようかな。
　さて、シビックセンターでも「一人でも多くのみなさんと楽しい時間を過ごしたい」とい
う今年の目標に向けて、スタッフ一同がんばるぞ！とスタートしております。1月にはさっそ
くみんなの大好きな「音楽の絵本」の公演でたくさんの笑顔に会えるのが楽しみです。
　ホールでの自主事業、交流広場でのイベント、季節を演出するディスプレイなど今年も
シビックからいろいろ発信していきますので、ぜひ足を運んでくださいね。 （N）

14［土］ 11：00開演
松田絵美バレンタインチャリティーコンサートin岡崎
○要整理券　○松田 090-6088-2876

15［日］ 14：00開演
丹羽基氏追悼レクイエム演奏会
○無料　○モーツァルトを歌う会 090-4408-7330

21［土］ 14：00開演
愛知学泉短期大学卒業ファッションショー
○無料　○愛知学泉短期大学 0564-34-1212

17［火］ 10：30開始
コロネット バックヤード＆避難経路ツアー
○要事前申込　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

22［日］ 13：00開演
第34回 コスモスの会ピアノコンサート
○無料　○小林 0564-62-0536　

1［日］ 13:30開演
井田ふれあいコンサートⅦ
○要整理券　○パパさんコーラス隊 0564-21-8343

7［土］ 時間未定
YPF2015（ヤマハピアノフェスティバル2015）
○無料　○㈱ツルタ楽器 0564-53-8950

8［日］ 時間未定
YPF2015（ヤマハピアノフェスティバル2015）
○無料　○㈱ツルタ楽器 0564-53-8950

10［火］ 19：00開演
第14回ワンコインコンサート
○￥500　○ワンコインコンサート実行委員会 0564-24-7099

11［水・祝］10：00開演12：30開演
フルート・ピアノ発表会
○無料　○河合 090-3838-1678

27［金］ 14：00開演

コロネット音楽大学シリーズ2014
愛知県立芸術大学 ボンジュール！オペラ
～こどもと魔法・カルメン～（ハイライト上演）
○全席自由￥1000　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

開室時間 9時 21時

■餡茶古珈舗 TIP TOP〈1F〉

　　　　　　　　　　　　☎0564-72-5888

ジャズがBGMで流れ、優雅なひとときが
過ごせるシビックセンター1階のカフェ。

☆休業日：不定期

12
1

各種お問い合せ

アクセス

チケットの主な取扱先

その他

岡崎市シビックセンター

〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15

総合案内（チケット販売・施設貸出業務）
　　　　 ９：００－２０：００

岡崎市シビックセンター
K 0564-72-5111㈹

チケットぴあ
K 0570-02-9999
ローソンチケット
K 0570-084-004
ツルタ楽器岡崎店（岡崎市羽根町字若宮24-3）
K 0564-53-8950
富士プレイガイド（岡崎市吹矢町67）
K 0564-23-3838
芸文プレイガイド（愛知芸術文化センターB2F）
K 052-972-0430

K 0564-72-5111㈹
N 0564-72-5110　

http://www.civic.okazaki.aichi.jp/
指定管理者　SPS・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体
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公共交通機関
　•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」
　　方面などに乗車「北羽根」バス停下車徒歩1分
自動車　•東名高速岡崎ICから20分
駐車場　•立体駐車場223台　•北駐車場181台

※記載されている公演のチケット販売時期・入場料金など
の詳細については、各主催者へお問い合せください。
※公演内容・曲目について一部変更される場合がござい
ますので、ご了承ください。詳細は主催者にお問い合せ
ください。

ホームページCHECK

※電話予約受付は発売日の翌日から


