
    子どもから大人まで楽しめるこの冬の2公演、8月29日同時発売！

　『音楽の絵本』は、クラシック音楽における絵本のような役割ができれば…と考えられ、そして誕生しまし
た。0歳から入場可能なクラシックコンサートで動物たちの華麗な演奏が日本中で大人気です。
　１２月にコロネットで開催するコンサートは、「音楽の絵本」ブリランテwithピアノです。メンバーは、金管五
重奏のズーラシアンブラス、サックス四重奏のサキソフォックス、そしてピアノにベスが加わって華やかにお
贈りします。１２月の公演ということもあってクリスマスらしい「きよしこの夜」や「星に願いを」のほか、聞き馴
染みのあるクラシック音楽まで、盛り沢山な内容でお贈りします。どうぞ、多彩な音楽の世界を子ども達だけ
ではなく、おとなも一緒にお楽しみください。

2015年12月19日（土） 15：00開演
全席指定　おとな￥2,500　こども￥1,000
※3歳未満は大人１名につき、１名まで膝上無料
8月29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」ブリランテ with ピアノ

シビコロ会員専用情報　今月の先行予約受付

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。
往復はがき1枚につき1公演の申し込みでお願いいたします。
予約締切　8月20日（木）必着　※一般発売日8月29日（土）までに結果を通知いたします。

○全席指定 おとな￥2,500
こども￥1,000

※3歳未満は大人１名につき、１名まで膝上無料12/19
2015

［土］15：00開演
親子で楽しむコンサートシリーズ
「音楽の絵本」ブリランテ with ピアノ

○全席指定
￥4,0001/23

2016
［土］15：00開演

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

狡Wataru Nishida狡Wataru Nishida狡スーパーキッズ狡スーパーキッズ

親子で楽しむコンサートシリーズ 「音楽の絵本」ブリランテ with ピアノ

　今年デビュー３０周年を迎える人気・実力ともに日本を代表するピアニスト。チャイコフスキー国際コン
クール、ショパン国際ピアノコンクールの二大国際コンクールに入賞している唯一の日本人でもあります。
国内外でエネルギッシュに活動を続け、中でも2006年から2017年まで12年間24回のシリーズ「小山実
稚恵の世界」は、彼女が理想を追求したピアノの魅力を輝かせる最高のプログラムで、12年全体でも流れ
が出るようにこだわり、高い評価を得ています。今回は彼女が大好きなシューベルト、ショパンの作品を中心
にピアノの魅力を余すことなくお届けします。
　想い、情景、そして美しさ、一言では語り尽くせない微妙な感情の移ろい・・・目を瞑ると、ピアノから紡ぎ出
される変幻自在な“音”の魔法が様々な風景を描き出してくれるでしょう。
　ピアノってこんなに素晴らしい音が出るの？
　ピアノの魅力に浸れる午後のひと時をお過ごし下さい。

2016年1月23日（土） 15：00開演　全席指定　￥4,000
8月29日（土）一般発売

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

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

曲目
蘆三つの小品より　蘆星に願いを
蘆きよしこの夜　蘆ダッタン人の踊り
蘆あの鐘をならすのはあなた
蘆アナと雪の女王より「Let it Go」　ほか
※この公演は、休憩を含み約９５分です。

シューベルト：
　即興曲作品90,作品142より
J.S.バッハ/ブゾーニ：シャコンヌ
ショパン：
　ポロネーズ第6番作品53「英雄」
ショパン：ピアノ協奏曲第2番より
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セプテンバージャズナイト

日時：9月4日（金）19：00～　会場：交流広場　※雨天の場合は館内
出演：菅沼 直 カルテット ＆ 今岡 友美

6月14日開催

コロネット室内楽シリーズ
アンサンブル天下統一 2015

6月15日開催

アンサンブル天下統一
キャラバン隊 in 常磐小学校

　昨年、初陣を飾ったコロネットのレジ
デント（専属）・アンサンブル。岡崎市
出身のチェリスト中木健二を中心に組
まれたトリオの音色は、一年目の新鮮
さから響きの重厚さを加え、艶と輝きが
増した演奏を繰り広げていました。今
回はこれからが期待される若手ふたり
を加えた五重奏の演奏も展開。ベー
トーヴェン、ブラームスの室内楽曲を彼
らの魅力と解釈で、聴く人を虜にしてい
ました。次回の公演もご期待ください。

　初秋の交流広場では、昨年大好評だった「セプテンバージャズナイト」を今年も開催いたします。
　真夏の暑さが少しやわらぐこの時期、屋外ライブで心地よいジャズのサウンドをたっぷりとお楽
しみください。軽食、ドリンクの出店もあります。

　7月7日は七夕様でしたね。シビック
センターのロビーでも七夕の飾りと笹
が登場しました。たなばた祭りでおなじ
みの吹流しは紙のお花で作ったパン
ダの家族です。お父さん、お母さん、そ
してこどものパンダ。これからも安全で安心で家族が仲良く元気に暮らせる世
の中でありますようにと願いを込めました。そして今年も笹には願いがたくさん
こもった804枚の短冊がつけられました。「あいどるになりたいです」「ニンニン
ジャーになれますように！」なんてかわいいものから「お星様、お腹のぜい肉を
なくしてください！」という願いまで・・・。お星様も・・・たいへんです。

　アンサンブル天下統一2015演奏会
の翌日、演奏会出演メンバーがキャラバ
ン隊として、岡崎市立常磐小学校（児童
数350人）体育館にて、出張演奏会を
開催。初夏のさわやかな風が吹く中、
ベートーヴェンとブラームスの音色が体
育館に響き、演奏中には体育館の軒下
を住処とするツバメも音色に誘われ一緒
に歌うように飛び回り、まさに自然の中で
の出張演奏会となりました。
　児童は終始マナー良く演奏や楽器紹介に聴き入り、質問コーナーでは大勢の
児童から手が上がりました。ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの大きさの違いを事細か
に質問し、楽器の値段や製作年代については驚きの声が上がっていました。

6月9日～11日実施

職場体験を実施しました
星に願いを！星に願いを！

8月は「夏」をテーマにしたディスプレイが登場します。お楽しみに！

September Jazz NightSeptember Jazz Night

神谷邦彦
（ドラム）
神谷邦彦
（ドラム）

近藤万里子
（トランペット）
近藤万里子
（トランペット）

野本謙之
（ベース）
野本謙之
（ベース）

菅沼　直
（ピアノ＆ヴォーカル）
菅沼　直

（ピアノ＆ヴォーカル）

今岡友美（ヴォーカル）今岡友美（ヴォーカル）

昨年のイベントの様子

入場無料

　6月9日～11日、翔南中学校2年生の橋本直樹さんと中根健登さんがシビック
センターに職場体験に来てくださいました。総合案内での業務のほか清掃・設備
点検・舞台保守点検など、様々な業務を体験していただきました。二人とも真剣に
業務に取り組み、充実した3日間になったようです。

Member



※未就学児の入場はご遠慮ください。　※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。

92015

19：00開演15［火］ 全席指定　一般／ , 円
学生（25歳以下）／ , 円

発売中

シビックハロウィンパーティ
2015参加者、出場者募集

2015年10月25日(日)11:00～16:30(予定)
シビックセンター館内＆交流広場

岡崎ミュージッキング2015 お披露目コンサート

狡Lutz Voigt Laneder狡Lutz Voigt Laneder

92015

15：00開演26［土］ 全席指定　一般／ , 円 完　売

Okazaki Exciting Stage Series

ソロ・デビュー15周年 上妻宏光｢生一丁！｣Tour2015 "伝統と革新"

102015

15：00開演18［日］ 全席指定 一般／ , 円 発売中

Okazaki Exciting Stage Series

ミロシュ ギター･リサイタル
デビューアルバム｢ミロシュ・デビュー！～地中
海の情熱～」の大ヒットで世界中に旋風を巻
き起こしたミロシュ。公演では、バッハ「無伴
奏パルティータ第2番からシャコンヌ」、ファ
リャ「スペイン舞曲 第1番」などのクラシック
音楽から「イパネマの娘」や「ベサメ・ムー
チョ」など、どこかで聴いたことがある名曲ま
でをお贈りします。ギターの魅力をたっぷりと
お楽しみいただけます。

102015

15：00開演4［日］ 全席指定 一般／ , 円 発売中

Okazaki New Artist Series

成田達輝 ＆ 萩原麻未 デュオ･コンサート
エリザベート王妃国際音楽コンクール・ヴァ
イオリン部門第2位など、数々のコンクールで
入賞している成田達輝、そして日本人として初
めてジュネーヴ国際コンクール・ピアノ部門で
優勝した萩原麻未によるスペシャル・デュオ！
フランク、プーランク、サティやミヨーなどの
オール･フレンチ･プログラムで、コロネットにフ
ランスの響きを届けます。

112015

19：00開演6［金］ 全席指定 一般／ , 円 発売中

Okazaki 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～
古典作品のみならず現代曲からジャズまで、
鋭敏な感覚で作品の本質に切り込む演奏が
絶賛されているエベーヌ弦楽四重奏団。第1
部ではモーツァルト「ディベルティメント ヘ長
調 K.138」、ベートーヴェン「弦楽四重奏曲 
第15番 イ短調 Op.132」といったクラシック
音楽、第2部では演奏曲を出演者自ら紹介し
ながら数々のジャズの名曲を演奏します。新
世代を代表するフランスの若手実力派カル
テット。コロネット待望の再演です。

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

9月14日（月）17：00開演  聴講無料

エマニュエル・パユ
フルート公開レッスン開催!!

狡Lars Borges／Mercury Classics狡Lars Borges／Mercury Classics

狡Julien Mignot狡Julien Mignot

狡Hiroki Sugiura狡Hiroki Sugiura 狡Akira Muto狡Akira Muto

Okazaki Super Classic Concert

エマニュエル･パユ & クリスティアン・リヴェ
AROUND THE WORLD アラウンド･ザ･ワールド
21世紀のフルート・キング エマニュエル・パ
ユと、パユの学生時代からの盟友であるギタ
リストのクリスティアン・リヴェ。このふたり
が世界の音楽で旅をします。スペイン、フラン
ス、イタリア、インド…とあらゆる国の作曲家
の演目を奏でます。さまざまな音色は、聞く
人も世界旅行に誘ってくれることでしょう。

 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。
9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9月15日（火）19:00
　　　　　　エマニュエル・パユ＆クリスティアン・リヴェ アラウンド・ザ・ワールド

2015年9月26日（土）15:00
　　　　　　ソロ・デビュー15周年 上妻宏光「生一丁！」Tour2015”伝統と革新”
◇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
「○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8月10日（月）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

　今年もシビックハロウィンパーティ開催です！参加者、出場者を募集します。
楽しい仮装とアイディアでみなさまの参加をお待ちしています。
☆ハロウィンダンスコンテスト出場者
　大人の部（高校生以上）、こどもの部（中学生以下）、ジャンルは問いません。
　持ち時間5分以内。ハロウィンのメイクや仮装で参加してください。　
☆ハロウィンライブ出演者
　アコースティックを基本とし、ジャンルは問いません。ハロウィンのメイクや仮装
　で参加して下さい。出演時間20分程度。
☆ハロウィン手づくりマーケット出店者
　お店にハロウィンの飾りつけや仮装をして出店してください。
　手づくりの作品の販売に限ります。　
　出店料500円、出店サイズ２ｍ×２ｍ

☆ボランティアさんも募集します！
　シビックハロウィンパーティに参加する
ボランティアの方を募集します。賑やかな
イベントが好きな方、変装が好きな方、たく
さんの人と出会いたい方、楽しい思い出作
りをしたい方、シビックセンターで一緒にイ
ベントを盛り上げませんか？詳細は9月号コ
ロネットインフォメーションに掲載します！

　10月25日（日）、シビック
ハロウィンパーティの日に
は、岡崎ミュージッキング
2015のお披露目コンサー
トも開催！入場無料ですの
で、ぜひお越しください。

応募用紙に
①出演チーム名、バンド名、出店名　②代表者氏名
③郵便番号、住所　④電話番号　⑤ジャンル
をご記入の上、シビックセンター1階総合案内へお持ちいただくか、
電話、FAXにてご応募下さい。

応募方法：

8月10日（月）～8月31日（月）必着
※応募多数の場合は抽選となります。

応募期間：

い。



■図書室〈1F〉2016年8月コンサートホール
の施設貸出について ★図書室スタッフおすすめの１冊！

　なぜ、カラダが大事なの？
正方形の小さな本のなかに、
その答えがありました。どこ
から読んでも大丈夫。
　カラダのすごさ、知恵深さ
を味わったら、カラダの声に
耳を傾けてみてください。

2015年8月1日から予約受付を開始する、「2016
年8月度」について、保守点検・主催事業等でコン
サートホールをご利用いただけない日がございます
ので、お知らせいたします。

2016年8月：
1日(月)終日、8日(月)終日、19日(金)終日、
20日(土)終日、21日(日)終日、
22日(月)午前(9:00～12:00)、24日(水)終日、
26日(金)終日、27日(土)終日、28日(日)終日、
29日(月)午前(9:00～12:00)

上記の日程はご予約いただけませんので、ご了承く
ださい。なお、最新の情報につきましては、シビック
センターホームページ、またはお電話にてご確認く
ださい。

『スゴイカラダ』
北村昌陽 / 著

コンサートホールコロネット　８月のスケジュール ※7月10日現在の情報です。

1［土］ 14：00開演
畔栁 幸代ソプラノ リサイタル
○￥2,000　○リサイタル実行委員会 0564-52-2897

6［木］ 10：00開演
ピティナ･ピアノコンペティション東海日本本選
○￥1,000　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

7［金］ 10：00開演
ピティナ･ピアノコンペティション東海日本本選
○￥1,000　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

9［日］ 14：00開演
アレス室内合奏団　第22回定期演奏会
○￥1,000　○アレス室内合奏団（小坂）0564-28-4395

13［木］ 18：00開演
LEGAME“若き音楽家4人による声楽コンサート”
○￥1,000　○LEGAME（野々山）080-3664-0816

19［水］ 11：00開演
第25回グレンツェンピアノコンクール岡崎予選
○無料　○グレンツェンピアノ研究会 0995-22-4158

20［木］ 14：00開始

こどもワークショップ Vol.4 けんばんのひ･み･つ
～ピアノの中を冒険してみよう～
○要事前予約　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

22［土］ 13：00開演
第30回らくだの会　ピアノ発表会
○無料　○らくだの会 0564-51-8658

29［土］ 10：15開演
2015カワイミュージックフェスティバル
○無料　○カワイ音楽教室愛知事務所 0564-71-7147

31［月］ 18：00開演
第13回 南の風オンステージ
○要整理券　○岡崎法人会南部支部 0564-53-2141

27［木］ 10：00開演
13：30開演

第15回わくわくコンサート
○無料　○おざき音楽教室 090-6070-5527

8［土］ 15：00開演

親子で楽しむ読み聞かせ お話の森
○全席指定 おとな￥2,000　こども(小学生以下)￥1,000
　※3歳未満は大人一名につき一名まで膝上無料
○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

スタッフのあしあと
　夏真っ盛りの今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はこの茹だる様な暑い
夏を快適に過ごすための音楽を紹介しましょう。こうした夏を快適に過ごすために、氷の
ようにヒンヤリした趣きのあるCDがあるのです。キャッチは「クラシック、冷えてます」。
発売時これを見たときは笑撃でした。これはインパクト大。そしてジャケットはペンギン。
これまたベタな感じですが爽快感満載です。チャイコフスキーの「くるみ割り人形」、ラ
ヴェル「水の戯れ」、モンポウ「月の光による幻想曲」等々。ヒーリング調の透明感溢れ
る選曲となっています。ブックレットには「音楽で夏対策！」のコラムが満載！ぜひ一度手
にとって聴いてみて下さい。これで夏は快適！ （M）

ご　案　内

☆開室時間：9時～21時（日曜、祝日は１７時迄）
☆8月の休室日：3日(月)、10日(月)、17日(月)、24日(月)、31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時～・毎週日曜日15時～
　第2・第4土曜日14時30分～
☆夏休みおたのしみ おはなし会
　（シビックセンター1階ロビー）
　8/18（火）16:00～16:40
　　　　　　　　　　　　☎0564-72-5118

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


