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OKAZAKI CITY
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 2 
※1月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 2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 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/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！

　「部屋を片づけられ
ない人間は、心に問題
がある」
　心に溜まったホコリ
を掃き出し、悩める人
の部屋をキレイにさせ
てしまう、気分爽快小
説です。ハウツー本の
前に読むことをおすす
めします。

垣谷美雨／著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■2月の休室日：5日（月）、12日（月）、13日（火）、19日（月）、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～
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

『あなたの人生、片づけます』

11：00開演3
［土］

チャリティーコンサートvol.3（フルール）
●要整理券
●えみピアノ教室 0564-21-5816

13：30開演4
［日］

第18回 ピアノ･エレクトーン発表会
●無料
●市川 090-3967-9986

15：00開演11
［日・祝］

エドガー･モロー チェロリサイタル
●全席指定 3,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

14：00開演15
［木］

平成29年度 おかしん講演会
●要整理券
●岡崎信用金庫地域振興部 0564-25-7213

13：30開演18
［日］

井田ふれあいコンサートX
●要整理券
●パパさんコーラス隊（柏原） 090-5105-9946

未　　定25
［日］

コスモスの会 ピアノコンサート
●無料
●冨田 090-4218-8959

14：00開演17
［土］

第63回愛知学泉短期大学
生活デザイン総合学科ファッションショー
●無料
●愛知学泉短期大学 生活デザイン総合学科 0564-34-1212

11：30開演21
［水］

コロネット ランチタイムコンサート
ピアノ四重奏の魅力～美しいメロディと名曲の宝庫！～
●全席自由 1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

10：00開始9
［金］

ASC岡崎文化同窓会 平成29年度第3回学習会
●関係者のみ
●ASC岡崎文化同窓会 090-9911-9810

10
［土］

リトミック･ピアノ発表会
●無料
●リベラ講師会 052-990-8271

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。
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※公演タイトル・開演時間等は変更となる場合がございます。　※詳細は、各主催者へお問合せください。

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

※公演によっては取扱のない場合がございます。※営業時間は各プレイガイドで異なります。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　1階総合案内　窓口販売
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※お支払いは現金のみ。

岡崎市シビックセンター　電話予約 TEL.0564-72-5111
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※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

名鉄ホールチケットセンター
TEL.052-561-7755
名鉄百貨店本館10階

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

2018年2月11日（日・祝）15:00開演（14:30開場）

好評発売中 今、聴かずしていつ聴く？！

Okazaki New Artist Series

エドガー・モロー チェロ
　　　　　　　　　リサイタル

出演：エドガー・モロー（チェロ）、
　　　ピエール=イヴ・オディク（ピアノ）
曲目：モンティ／チャールダッシュ
　　　フォーレ／エレジー Op.24
　　　ラフマニノフ／ヴォカリーズ Op.34-14
　　　シューマン／アダージョとアレグロ Op.70
　　　ショパン／序奏と華麗なるポロネーズ ハ長調 Op.3
　　　（ジャンドロンによるチェロとピアノ編）　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 3,000円
※公演内容・曲目については、一部変更される場合がございます。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2018年3月10日（土）15:00開演（14:30開場）

好評発売中 生きる喜びと勇気。左手で奏でる光溢れる世界！

Premium Concert Series

舘野泉　こころの音楽

出演：舘野泉（ピアノ）、浦久俊彦（ナビゲーター）
プログラム：第一部　舘野泉 人生を語る
 第二部　舘野泉 こころの音楽
 　　　　吉松隆／遊びをせんとや・海鳴り
 　　　　＜NHK大河ドラマ「平清盛」より＞
 　　　　カッチーニ（吉松隆編）／アヴェ・マリア 他
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。

2018年4月14日（土）15:00開演（14:30開場）

1月27日（土）一般発売 結成5年目！豪華ゲストとの共演！

コロネット室内楽シリーズ

アンサンブル天下統一2018 結成5周年
～エリック・ル・サージュを迎えて～

出演：アンサンブル天下統一〔中木健二（チェロ）、
　　　長原幸太（ヴァイオリン）、鈴木康浩（ヴィオラ）〕
　　　エリック・ル・サージュ（ピアノ）
曲目：モーツァルト／ピアノ四重奏曲 第2番 変ホ長調 K.493
　　　R.シュトラウス／ピアノ四重奏曲 ハ短調 Op.13 TrV137
　　　シューマン／ピアノ四重奏曲 変ホ長曲 Op.47
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 4,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

ⒸAkira Muto

ⒸJulien MignotⒸJulien Mignot

応募方法：郵便はがきに ①対象公演名（「舘野泉 こころの音楽」）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10日公演ジュニアシート」係までご郵送ください。
締　　切：3月1日（木）必着　※はがき1通につき、1公演1名様のご応募でお願いします。

小・中学生を対象に、抽選で2名様を
「舘野泉 こころの音楽」公演にご招待します。

ジュニアシート
のご案内

■営 業 時 間：8:30～21:00（L.O.20:30）
■定 休 日：年中無休（シビックセンターの休館日に準ずる）
■お問合せ先：TEL 0564-58-1010

モーニングからディナーまで楽しめる

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

有効期限：2018年2月1日（木）～2月28日（水） ※ご注文時にご提示ください。
コーヒー（　　　   ）70円引きホット、アイス、

アメリカンに限る

モーニングタイム（am8:30～am11:00）にこのページをご提示いただくと、
モーニングタイムは、ドリンク代のみでモーニングセットをお楽しみいただけます。モーニングタイムは、ドリンク代のみでモーニングセットをお楽しみいただけます。

ジャムトーストセットジャムトーストセット

10：20開演リトミック

13：20開演ピアノ①

15：00開演ピアノ②

好評発売中 お話と演奏で気軽に楽しめる1時間。

好評発売中 県内の中学生以上の将来有望なピアニストを紹介するシリーズ。 好評発売中 学生たちが作り上げるミュージカル

2018年3月2日（金）18:00開演（17:30開場）

コロネット音楽大学シリーズ2017　名古屋音楽大学

ミュージカル「アラジン」 

出演：舞踊・演劇・ミュージカルコース生、ジャズ・ポピュラーコース生　他
企画制作：名古屋音楽大学音楽ビジネスコース
場所：コンサートホール コロネット　料金：全席自由 1,000円

開 催 日：2018年9月23日（日）～29日（土）計7日間
応募方法：募集要項をご参照いただき、添付の申込用紙に必要書類を添え、
　　　　　シビックセンター1階総合案内までご提出ください。郵送可。
申込期間：2018年2月1日（木）～3月16日（金）必着
※詳しくはホームページや募集要項をご覧ください。

「アラジンと魔法のランプ」の物語をオリジナル脚本でお届けする、学生達が演じ
作り上げるフレッシュ感溢れるミュージカルです。どうぞお楽しみに！

2018年2月21日（水）11:30～12:30（11:00開場）

松谷阿咲松谷阿咲 石橋直子石橋直子 野村友紀野村友紀 岩田珠美岩田珠美

※シビックセンター1階総合案内のみでの取り扱い。電話予約不可。※未就学児の入場はご遠慮ください。

次世代育成プロジェクト ～未来のピアニストシリーズ～

コロネット ランチタイムコンサート

第3回 ピアノ四重奏の魅力 ～美しいメロディと名曲の宝庫！～

第6回 2018年 3月17日（土）

曲目：W.A.モーツァルト／ピアノソナタ第8番 イ短調 K.310
　　　ショパン／バラード第3番 変イ長調 Op.47　他

出演：尾関 翔太郎（おぜき しょうたろう）

時間：11：30～12：30（開場11：15）
会場：リハーサル室第2（3階）

チケット：500円（自由席）

出演：松谷阿咲（ヴァイオリン）、石橋直子（ヴィオラ）、野村友紀（チェロ）、岩田珠美（ピアノ）
曲目：フォーレ／ピアノ四重奏曲 第1番 ハ短調op.15
　　　ピアソラ／ブエノスアイレスの四季
料金：全席自由 1,000円

場所：コンサートホール コロネット

※未就学児の入場は、ご遠慮ください。シビックセンター1階総合案内で取り扱い。

2018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

2月20日（火）
締切

2月20日（火）
締切

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。有効期間：2018年4月1日（日）～2019年3月31日（日）　年会費：5,000円
定員：50名　※継続の場合も手続きが必要です。申込用紙にご記入の上1階総合案内へ、またはFAXにて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。
　※1公演1会員4枚まで、座席指定不可。
■「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。

特
　
典

特  

典

※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

コロネット市民音楽フェスティバル2018 出場者募集します！

北欧伝統音楽の魅力。 

出演：ヨーラン・モンソン（スウェーディッシュ・フルート、リコーダー）、
　　　マッティン・ヴォン・シュマレンシー（ギター、コントラバス）、
　　　パートリック・シャルストローム（フィドル、ハーモニカ）、中川 果林（25弦箏）
　　　デュオ シストラミ
　　　〔ファニー・シャルストローム（フィドル）、クララ・シャルストローム（チェロ）〕
曲目：ハヴェロ村に伝わる “結婚行進曲”
　　　スウェーデンのダンス音楽 “ポルスカ”　他
場所：コンサートホール コロネット　料金：全席指定 3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2月24日（土）一般発売

2018年5月19日（土）15:00開演（14:30開場）

ようこそコロネットシリーズ

ヨーラン・モンソン プロジェクト 

※詳しい応募方法は、シビコロ会DMの
 「先行予約のご案内」をご覧ください。

　ヨーラン・モンソンはあらゆる方法
を使って、今までと違ったフルートの
伝統によってスウェーデン音楽を色づ
けしているという特徴があります。素
早く力強いポルスカや、尺八にも似た
音色のワルツなど、情緒たっぷりの世
界が体感できます。
　ヨーランの作品は2017年に発売さ
れたＣＤの中でベスト10に入る作品と
紹介されスウェーデンの音楽シーンで
は高評価を得ています。

結成より弦楽3重奏、5重奏、6重奏、ピアノ5重奏と様々な室内楽
形態で音楽の楽しさを表現してきました。エリック・ル・サージュを迎え
てピアノ四重奏の世界へ誘います。次代の音楽界を背負う3人の
名手たちと世界最高峰の室内楽奏者の共演をお楽しみください。

5月20日（日）
　　　北欧の夏至祭
ヨーラン・モンソンと
一緒に楽器を演奏しよう！

ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca

ⒸKing RecordsⒸKing Records

～メッセージ～

toi toy tone ひなまつりコンサートtoi toy tone ひなまつりコンサート
トイトイ トイトイ トーントーン

出演：toi toy tone（トイトイトーン）
　　　〔鈴木絢（ヴァイオリン）、平康悦子（ソプラノ）、長坂由紀（ピアノ）〕
曲目：春メドレー、チャールダッシュ　他
場所：シビックセンター1階ロビー　※協力：岡崎音楽家協会

2018年3月2日（金）12:30～13:00
シビックロビー
コンサートvol.13

入場無料

フォーレとピアソラという全く色の違う2人の作曲家の作品を、名フィルメン
バーを中心とした4人がお届けします。

シビコロ会員 2月の先行予約
受付締切 2月17日（土）必着

最高のプログラムによる
最高のコンサートとなる
と思いますので、一緒に
楽しみましょう！

エドガー・モロー
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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！

　「部屋を片づけられ
ない人間は、心に問題
がある」
　心に溜まったホコリ
を掃き出し、悩める人
の部屋をキレイにさせ
てしまう、気分爽快小
説です。ハウツー本の
前に読むことをおすす
めします。

垣谷美雨／著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■2月の休室日：5日（月）、12日（月）、13日（火）、19日（月）、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～
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

『あなたの人生、片づけます』

11：00開演3
［土］

チャリティーコンサートvol.3（フルール）
●要整理券
●えみピアノ教室 0564-21-5816

13：30開演4
［日］

第18回 ピアノ･エレクトーン発表会
●無料
●市川 090-3967-9986

15：00開演11
［日・祝］

エドガー･モロー チェロリサイタル
●全席指定 3,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

14：00開演15
［木］

平成29年度 おかしん講演会
●要整理券
●岡崎信用金庫地域振興部 0564-25-7213

13：30開演18
［日］

井田ふれあいコンサートX
●要整理券
●パパさんコーラス隊（柏原） 090-5105-9946

未　　定25
［日］

コスモスの会 ピアノコンサート
●無料
●冨田 090-4218-8959

14：00開演17
［土］

第63回愛知学泉短期大学
生活デザイン総合学科ファッションショー
●無料
●愛知学泉短期大学 生活デザイン総合学科 0564-34-1212

11：30開演21
［水］

コロネット ランチタイムコンサート
ピアノ四重奏の魅力～美しいメロディと名曲の宝庫！～
●全席自由 1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

10：00開始9
［金］

ASC岡崎文化同窓会 平成29年度第3回学習会
●関係者のみ
●ASC岡崎文化同窓会 090-9911-9810

10
［土］

リトミック･ピアノ発表会
●無料
●リベラ講師会 052-990-8271

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。
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※公演タイトル・開演時間等は変更となる場合がございます。　※詳細は、各主催者へお問合せください。

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

※公演によっては取扱のない場合がございます。※営業時間は各プレイガイドで異なります。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　1階総合案内　窓口販売
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※お支払いは現金のみ。

岡崎市シビックセンター　電話予約 TEL.0564-72-5111
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※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

名鉄ホールチケットセンター
TEL.052-561-7755
名鉄百貨店本館10階

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

2018年2月11日（日・祝）15:00開演（14:30開場）

好評発売中 今、聴かずしていつ聴く？！

Okazaki New Artist Series

エドガー・モロー チェロ
　　　　　　　　　リサイタル

出演：エドガー・モロー（チェロ）、
　　　ピエール=イヴ・オディク（ピアノ）
曲目：モンティ／チャールダッシュ
　　　フォーレ／エレジー Op.24
　　　ラフマニノフ／ヴォカリーズ Op.34-14
　　　シューマン／アダージョとアレグロ Op.70
　　　ショパン／序奏と華麗なるポロネーズ ハ長調 Op.3
　　　（ジャンドロンによるチェロとピアノ編）　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 3,000円
※公演内容・曲目については、一部変更される場合がございます。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2018年3月10日（土）15:00開演（14:30開場）

好評発売中 生きる喜びと勇気。左手で奏でる光溢れる世界！

Premium Concert Series

舘野泉　こころの音楽

出演：舘野泉（ピアノ）、浦久俊彦（ナビゲーター）
プログラム：第一部　舘野泉 人生を語る
 第二部　舘野泉 こころの音楽
 　　　　吉松隆／遊びをせんとや・海鳴り
 　　　　＜NHK大河ドラマ「平清盛」より＞
 　　　　カッチーニ（吉松隆編）／アヴェ・マリア 他
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。

2018年4月14日（土）15:00開演（14:30開場）

1月27日（土）一般発売 結成5年目！豪華ゲストとの共演！

コロネット室内楽シリーズ

アンサンブル天下統一2018 結成5周年
～エリック・ル・サージュを迎えて～

出演：アンサンブル天下統一〔中木健二（チェロ）、
　　　長原幸太（ヴァイオリン）、鈴木康浩（ヴィオラ）〕
　　　エリック・ル・サージュ（ピアノ）
曲目：モーツァルト／ピアノ四重奏曲 第2番 変ホ長調 K.493
　　　R.シュトラウス／ピアノ四重奏曲 ハ短調 Op.13 TrV137
　　　シューマン／ピアノ四重奏曲 変ホ長曲 Op.47
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 4,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

ⒸAkira Muto

ⒸJulien MignotⒸJulien Mignot

応募方法：郵便はがきに ①対象公演名（「舘野泉 こころの音楽」）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10日公演ジュニアシート」係までご郵送ください。
締　　切：3月1日（木）必着　※はがき1通につき、1公演1名様のご応募でお願いします。

小・中学生を対象に、抽選で2名様を
「舘野泉 こころの音楽」公演にご招待します。

ジュニアシート
のご案内

■営 業 時 間：8:30～21:00（L.O.20:30）
■定 休 日：年中無休（シビックセンターの休館日に準ずる）
■お問合せ先：TEL 0564-58-1010

モーニングからディナーまで楽しめる

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

有効期限：2018年2月1日（木）～2月28日（水） ※ご注文時にご提示ください。
コーヒー（　　　   ）70円引きホット、アイス、

アメリカンに限る

モーニングタイム（am8:30～am11:00）にこのページをご提示いただくと、
モーニングタイムは、ドリンク代のみでモーニングセットをお楽しみいただけます。モーニングタイムは、ドリンク代のみでモーニングセットをお楽しみいただけます。

ジャムトーストセットジャムトーストセット

10：20開演リトミック

13：20開演ピアノ①

15：00開演ピアノ②

好評発売中 お話と演奏で気軽に楽しめる1時間。

好評発売中 県内の中学生以上の将来有望なピアニストを紹介するシリーズ。 好評発売中 学生たちが作り上げるミュージカル

2018年3月2日（金）18:00開演（17:30開場）

コロネット音楽大学シリーズ2017　名古屋音楽大学

ミュージカル「アラジン」 

出演：舞踊・演劇・ミュージカルコース生、ジャズ・ポピュラーコース生　他
企画制作：名古屋音楽大学音楽ビジネスコース
場所：コンサートホール コロネット　料金：全席自由 1,000円

開 催 日：2018年9月23日（日）～29日（土）計7日間
応募方法：募集要項をご参照いただき、添付の申込用紙に必要書類を添え、
　　　　　シビックセンター1階総合案内までご提出ください。郵送可。
申込期間：2018年2月1日（木）～3月16日（金）必着
※詳しくはホームページや募集要項をご覧ください。

「アラジンと魔法のランプ」の物語をオリジナル脚本でお届けする、学生達が演じ
作り上げるフレッシュ感溢れるミュージカルです。どうぞお楽しみに！

2018年2月21日（水）11:30～12:30（11:00開場）

松谷阿咲松谷阿咲 石橋直子石橋直子 野村友紀野村友紀 岩田珠美岩田珠美

※シビックセンター1階総合案内のみでの取り扱い。電話予約不可。※未就学児の入場はご遠慮ください。

次世代育成プロジェクト ～未来のピアニストシリーズ～

コロネット ランチタイムコンサート

第3回 ピアノ四重奏の魅力 ～美しいメロディと名曲の宝庫！～

第6回 2018年 3月17日（土）

曲目：W.A.モーツァルト／ピアノソナタ第8番 イ短調 K.310
　　　ショパン／バラード第3番 変イ長調 Op.47　他

出演：尾関 翔太郎（おぜき しょうたろう）

時間：11：30～12：30（開場11：15）
会場：リハーサル室第2（3階）

チケット：500円（自由席）

出演：松谷阿咲（ヴァイオリン）、石橋直子（ヴィオラ）、野村友紀（チェロ）、岩田珠美（ピアノ）
曲目：フォーレ／ピアノ四重奏曲 第1番 ハ短調op.15
　　　ピアソラ／ブエノスアイレスの四季
料金：全席自由 1,000円

場所：コンサートホール コロネット

※未就学児の入場は、ご遠慮ください。シビックセンター1階総合案内で取り扱い。

2018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

2月20日（火）
締切

2月20日（火）
締切

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。有効期間：2018年4月1日（日）～2019年3月31日（日）　年会費：5,000円
定員：50名　※継続の場合も手続きが必要です。申込用紙にご記入の上1階総合案内へ、またはFAXにて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。
　※1公演1会員4枚まで、座席指定不可。
■「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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典

※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

コロネット市民音楽フェスティバル2018 出場者募集します！

北欧伝統音楽の魅力。 

出演：ヨーラン・モンソン（スウェーディッシュ・フルート、リコーダー）、
　　　マッティン・ヴォン・シュマレンシー（ギター、コントラバス）、
　　　パートリック・シャルストローム（フィドル、ハーモニカ）、中川 果林（25弦箏）
　　　デュオ シストラミ
　　　〔ファニー・シャルストローム（フィドル）、クララ・シャルストローム（チェロ）〕
曲目：ハヴェロ村に伝わる “結婚行進曲”
　　　スウェーデンのダンス音楽 “ポルスカ”　他
場所：コンサートホール コロネット　料金：全席指定 3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2月24日（土）一般発売

2018年5月19日（土）15:00開演（14:30開場）

ようこそコロネットシリーズ

ヨーラン・モンソン プロジェクト 

※詳しい応募方法は、シビコロ会DMの
 「先行予約のご案内」をご覧ください。

　ヨーラン・モンソンはあらゆる方法
を使って、今までと違ったフルートの
伝統によってスウェーデン音楽を色づ
けしているという特徴があります。素
早く力強いポルスカや、尺八にも似た
音色のワルツなど、情緒たっぷりの世
界が体感できます。
　ヨーランの作品は2017年に発売さ
れたＣＤの中でベスト10に入る作品と
紹介されスウェーデンの音楽シーンで
は高評価を得ています。

結成より弦楽3重奏、5重奏、6重奏、ピアノ5重奏と様々な室内楽
形態で音楽の楽しさを表現してきました。エリック・ル・サージュを迎え
てピアノ四重奏の世界へ誘います。次代の音楽界を背負う3人の
名手たちと世界最高峰の室内楽奏者の共演をお楽しみください。

5月20日（日）
　　　北欧の夏至祭
ヨーラン・モンソンと
一緒に楽器を演奏しよう！

ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca

ⒸKing RecordsⒸKing Records

～メッセージ～

toi toy tone ひなまつりコンサートtoi toy tone ひなまつりコンサート
トイトイ トイトイ トーントーン

出演：toi toy tone（トイトイトーン）
　　　〔鈴木絢（ヴァイオリン）、平康悦子（ソプラノ）、長坂由紀（ピアノ）〕
曲目：春メドレー、チャールダッシュ　他
場所：シビックセンター1階ロビー　※協力：岡崎音楽家協会

2018年3月2日（金）12:30～13:00
シビックロビー
コンサートvol.13

入場無料

フォーレとピアソラという全く色の違う2人の作曲家の作品を、名フィルメン
バーを中心とした4人がお届けします。

シビコロ会員 2月の先行予約
受付締切 2月17日（土）必着

最高のプログラムによる
最高のコンサートとなる
と思いますので、一緒に
楽しみましょう！

エドガー・モロー


