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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 6 

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

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6月27日（水）
第1回 津軽三味線の響き

出演：輝＆輝〔武田佳泉、白藤ひかり〕
曲目：津軽じょんがら節、ソーラン節、
　　　上を向いて歩こう　他

第2回 2018年 7月21日（土）

次世代育成プロジェクト
～未来のピアニストシリーズ～

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
　　　　　⑧保護者チケット購入希望の有無（通常価格の10%引でご購入いただけます）
　　　　　を明記し、岡崎市シビックセンター「7月7日公演ジュニアシート」係までご郵送ください。
締　　切：6月25日（月）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
「エマニュエル・セイソン ハープリサイタル」公演にご招待します。

ジュニアシート
のご案内

※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。

曲目：リスト／ハンガリー狂詩曲 第12番 嬰ハ短調 
　　　ラフマニノフ／愛の悲しみ（クライスラー）　他
時間：11：30～12：30（開場11：15）
場所：リハーサル室第2（3階）
チケット：500円（自由席）

出演：渡辺 康太郎（わたなべ こうたろう）

好評発売中 津軽三味線の魅力に迫る！

2019年1月18日（金）
第３回 歌曲と童謡でお贈りする日本の歌

出演：加藤恵利子（ソプラノ）、朝岡真木子（ピアノ）

10月20日（土）発売

2018年9月20日（木）

第２回 田中正也 ピアノ＆お話で
　　　　楽しむクラシックの世界

出演：田中正也（ピアノ）
曲目：ショパン／ポロネーズ 第6番 変イ長調「英雄」
　　　山田耕筰／ピアノのための「からたちの花」
　　　リスト／ラ・カンパネラ　他

時間：11：30～12：30（11：00開場）　場所：コンサートホール コロネット　料金：各回1,000円（自由席）　※シビックセンター1階総合案内のみでの取り扱い。※未就学児の入場はご遠慮ください。

多くの国際ピアノコンクールで優勝、入賞しキャリアを積んできたピアニスト。その超人的
なピアノ演奏と、分かりやすい解説”おしゃべり”に定評がある田中正也さんがランチ
タイムコンサートに登場。クラシック初心者の方も親しめる、ピアノとお話をお楽しみくだ
さい。

6月30日（土）一般発売 平日の昼間に気軽に楽しめる１時間

好評発売中 岡崎から世界へ！若手ピアニストが輝く今を披露します好評発売中 無限とも思える美しい音色を堪能できるハープ名曲プログラム 

2018年7月7日（土）15：00開演（14：30開場）

Premium Concert Series

エマニュエル・セイソン
ハープリサイタル

出演：エマニュエル・セイソン（ハープ）
曲目：J.S.バッハ/フランス組曲 No.3 ロ短調
　　　M.トゥルニエ/イマージュ・第4組曲 魔法の鳥かご　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。

2013年～2017年までのピティナ・ピアノコンペティション全国決勝大会に出場
し、毎大会で受賞を果たしている実力派中学生の登場です！瑞 し々く若さ溢れる
フレッシュな演奏にご期待ください！

ⒸNir ArieliⒸNir Arieli

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

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

ウィーン・フィル首席奏者とドイツの名門室内管弦楽団、伝統の力と新しい魅力！

出演：ワルター・アウアー（フルート）、シュトゥットガルト室内管弦楽団
曲目：グルック／精霊の踊り
　　　チャイコフスキー／弦楽セレナード ハ長調
　　　プロコフィエフ／フルート・ソナタ ニ長調（弦楽合奏版） 他
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（25歳以下）3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

6月30日（土）一般発売

2018年10月6日（土）15:00開演（14:30開場）

Okazaki Super Classic Concert Series

ワルター・アウアー meets
シュトゥットガルト室内管弦楽団

※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。

オーケストラの最高峰、ウィーン・フィルの首席ソロ・フルート奏者ワルター･アウアーと、1940年の創
設以来、様々なプロジェクトに取り組み、世界トップクラスのアンサンブルとして不動の地位を築いて
いるシュトゥットガルト室内管弦楽団の世界最高峰の初共演がこの秋実現。2つの最高峰の互い
のプライドをかけた伝統と革新の共演をお聴き逃しなく。

シビコロ会員 6月の先行予約　受付締切 6月20日（水）必着

出演者決定！

2018年度 コロネットランチタイムコンサート2018年度 コロネットランチタイムコンサート

ⒸReiner PfistererⒸReiner Pfisterer

ⒸKazuya AkashiⒸKazuya Akashi



※5月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 6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岡崎市シビックセンター TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110TEL: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〒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/http://www.civic.okazaki.aichi.jp/ホームページ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！

　月の淡い光に照らされ
た静かな夜。遠くの小さ
な音まで聞こえそうで
す。ふと立ち止まって、耳
を澄ましてみるのもいい
かもしれません。

たむらしげる／著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■6月の休室日：4日（月）、11日（月）、18日（月）、25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

『よるのおと』

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。

2018年6月17日（日）15:00開演（14:30開場）

Okazaki Exciting Stage Series

佐山雅弘×石田泰尚 デュオ
Jazz meets Classic 

出演：佐山雅弘（ピアノ）、石田泰尚（ヴァイオリン）
曲目：ヤコブ・ガーデ／ジェラシー、リチャード・ロジャース／マイ・ファニー・ヴァレンタイン
　　　マーヴィン・ハムリッシュ／映画「追憶」のテーマ　他
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。

シビコロ会員募集中 年会費無料！年会費無料！
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

ピアニストの枠を超えて演劇・落語など異ジャンルとのコラボレーションをするなど、
幅広い活動をしている日本を代表するジャズピアニスト佐山雅弘と、豊かな音楽
性を持ち神奈川フィルハーモニー管弦楽団のソロ・コンサートマスターにして様々
なユニットでも独特な輝きを放っているヴァイオリニスト石田泰尚が、お互いの
フィールドを越えて共演します。

好評発売中 ジャズとクラシックの真っ向勝負！

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」

■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

有効期限：2018年6月1日（金）～6月30日（土） ※ご注文時にご提示ください。

6月4日（月）16：30閉店（L.O.16：00）

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、

有効期有効期限：限：2018年6月1日（金）～6月30日（土） 2018年6月1日（金）～6月30日（土） 

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

デュオクラリネットとピアノで奏でる夏の歌デュオクラリネットとピアノで奏でる夏の歌

出演：勝田千尋、本田沙紀（クラリネット）、中根亜子（ピアノ）
曲目：星に願いを、クラリネットポルカ　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7月6日（金）12:30～13:00
シビックロビー
コンサートvol.14

入場無料

14：00開演2
［土］

六所レルヒェン定期発表会
●要整理券
●井田 0564-55-2227

13：00開始3
［日］

金子みすゞ生誕115年記念講演
●1,800円
●岡崎みすゞ 会 0564-48-4952

未　　定10
［日］

ピティナ･ピアノステップ岡崎6月地区
●無料
●ピティナおかざき竹千代ステーション 0566-75-7012

15：00開演17
［日］

佐山雅弘×石田泰尚デュオ
Jazz meets Classic
●4,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

12：00開演24
［日］

三河地区ハーモニカ発表会
●無料
●松山 0564-45-8647

14：00開始26
［火］

算定基礎届事務講習会
●関係者のみ
●日本年金機構 岡崎年金事務所 0564-23-2513

11：30開演27
［水］

コロネットランチタイムコンサート
第1回 輝＆輝 津軽三味線の響き
●1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

10：00開始28
［木］

岡崎市排水設備工事店講習会
●関係者のみ
●岡崎市上下水道局 0564-23-6306

10：00開演29
［金］

ラテン音楽で楽しいひとときを！
●関係者のみ
●ASCにーよん会 090-8072-2522

13：30開演23
［水］

第2回定期演奏会
●無料
●おかげん雅楽会 090-2283-3667

7月28日（土）・29日（日）7月28日（土）・29日（日）
17:00～21:00

場所：シビックセンター交流広場
　　　＆ 花北ふれあい公園

・29・29777777月月月月月月282828282828日（土）日（土）日（土）日（土）日（土）日（土）・29・・29・2929・29・2929・29日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）

シビックセンター夏祭りシビックセンター夏祭り

シビックセンター夏の恒例イベントを、今年
も開催します！ステージパフォーマンスや
おいしい屋台、子どもたちに大人気のゲーム
コーナーなど、今年も内容盛りだくさん
です。最後はやっぱりみんなで盆踊り♪
楽しく踊って夏の思い出を作りましょう！

勝田千尋勝田千尋 本田沙紀本田沙紀 中根亜子中根亜子


