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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 8 
※7月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 8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！

　秀樹の周囲で起きる奇妙
な出来事は、亡き祖父が恐
れていた“ぼぎわん”の所業
なのか…？不妊やDVといっ
た現実と、化け物が織り成
す恐怖に読む手が止まらな
い！真夏の夜に、ぞくっと涼
しいホラー小説です。

澤村伊智／著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■8月の休室日：6日（月）、12日（日）、13日（月）、20日（月）、27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

『ぼぎわんが、来る』

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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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

アカデミー賞を受賞した「戦場のピアニスト」の、ピアノ演奏と演奏シーンの手の
演技で大きな感動を呼んだヤノシュ･オレイニチャク。ショパンの化身と謳われた
ピアニストが、あの感動が蘇る珠玉の名曲の数 を々奏でます。

今年デビュー43周年を迎えた、日本を代表するヴァイオリニスト大谷康子。音楽を
身近に感じて楽しんでほしいという思いで、どこかで聴いたことのある曲を、解説を
入れながらお届けします。

8月4日（土）一般発売 現代最高のショパン弾きと謳われる巨匠が今秋来日！

2018年11月4日（日）15：00開演（14：30開場）

Premium Concert Series

ヤノシュ・オレイニチャク
　　　　　　エスプリ・ショパン

出演：ヤノシュ・オレイニチャク（ピアノ）、
　　　浦久俊彦（ナビゲーター）
曲目：〔オールショパンプログラム〕夜想曲 第20番 嬰ハ短調「レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ」
　　　バラード 第１番 ト短調、ワルツ 第3番 イ短調「華麗なる円舞曲」
　　　ポロネーズ 第6番 変イ長調「英雄」　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定　一般4,000円／学生（25歳以下）2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

8月4日（土）一般発売 より分かりやすく、より楽しく、音楽を分かち合いたい。

2018年11月11日（日）15：00開演（14：30開場）

はじめてのクラシックシリーズ

大谷康子
　　ヴァイオリン・リサイタル

出演：大谷康子（ヴァイオリン）、佐藤卓史（ピアノ）
曲目：クライスラー／愛の喜び
　　　J.S.バッハ／G線上のアリア
　　　ヴィヴァルディ／四季より「秋」第1楽章
　　　ピアソラ／リベルタンゴ　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定　2,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

ⒸMasashige OgataⒸMasashige Ogata

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、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！

好評発売中 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！

8月25日（土）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

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　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。

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

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」

18：00開演3
［金］

日中平和友好条約40周年記念 中国民族芸術公演
●2,500円
●岡崎市日本中国友好協会 0564-21-8224

13：00開演4
［土］

ピアノ発表会
●無料
●赤木 090-1864-7750

14：00開演8
［水］

Little concert
●無料
●Little concert 090-2681-1368

未　　定9
［木］

きらめき音楽祭 First Stage
●無料
●きらめき音楽祭実行委員会 080-1606-9195

13：00開演11
［土］

第33回 らくだの会 ピアノ発表会
●無料
●らくだの会 090-1622-4525

14：00開演5
［日］

岡崎音楽家協会コンサートシリーズvol.15

萩生真愛ピアノリサイタル　
●1,000円／当日1,500円
●萩生真愛リサイタル事務局 0564-25-5316

①10：00開演
②13：00開演22

［水］

第18回わくわくコンサート
●無料
●おざき音楽教室 090-6070-5527

23
［木］

13：00開演26
［日］

Summer Concert
●無料
●岩田 090-5457-3926

18：00開演
第16回 南の風 オン・ステージ
●無料
●公益社団法人岡崎法人会 0564-53-2141

28・29
［火・水］

ピアノ発表会
●無料
●カワイ音楽教室 0564-71-7147

14：00開演19
［日］

Ke’ena Hana Hula Shizue 10th Anniversary
Ho’ike&Hula show 2018
●3,000円／当日3,500円
●Ke’ena Hana Hula Shizue事務局 090-8869-8090

13：00開演12
［日］

うさみあき ピアノおさらい会
●無料
●宇佐美　0564-55-1430

【コロネットインフォメーション7月号について】コンサートホール コロネット スケジュール欄、
　9月21日（金）「サウンド・オブ・アロハ」に誤りがありましたので訂正し、お詫び致します。
　入場料が 無料 となっていましたが、正しくは 2,000円 です。

クラシック、ポップス、ジャズ。無限の引き出しから奏でられる美しい歌声。

出演：VOCES8（ヴォーカルアンサンブル）
曲目：ビーブル／アヴェ・マリア、ブリテン／聖母讃歌
　　　サイモン＆ガーファンクル／サウンド・オブ・サイレンス
　　　キャロル・コーツ／ロンドン・バイ・ナイト　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定　一般4,500円／ペア8,000円※2枚同時購入時のみ。岡崎市シビックセンターのみでの取扱い。
　　　　　　　　学生（25歳以下）2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

8月25日（土）一般発売

2018年12月22日（土）15:00開演（14:30開場）

Okazaki Exciting Stage Series

VOCES8（ヴォーチェス・エイト）クリスマスコンサート

※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。

世界が認める刺激的で多才な
ヴォーカル・グループ。クラシック
からユニークな編成のジャズや
ポップスまで、今話題の洗練され
たアカペラで、クリスマスの華やか
なひとときをお楽しみください。

シビコロ会員 8月の先行予約　受付締切 8月17日（金）必着
ⒸAndy StaplesⒸAndy Staples

第４回 2018年 11月17日（土）

曲目：ショパン／スケルツォ第3番 嬰ハ短調
　　　プロコフィエフ／4つの小品　他

※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。

岡崎から世界へ！若手ピアニストが輝く今を披露します。
次世代育成プロジェクト ～未来のピアニストシリーズ～

出演：神原 雅治（かんばら まさはる）

好評発売中 第３回 2018年 9月22日（土）

曲目：ベートーヴェン ／ピアノ・ソナタ第30番 ホ長調
　　　ショパン／舟歌 嬰ヘ長調、ドビュッシー／前奏曲より　他

出演：太田 沙耶（おおた さや）

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：各回500円（自由席）
※時間・会場・チケット情報各回共通

28日 13：30開演
29日 10：00開演

17：30開演30
［木］

フレッシュコンサートvol.2
～地元出身の音大生による音の贈り物～
●800円／当日1,000円
●音のスタイリストM&C（髙井） 0564-51-0194

■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8月1日（水）～8月31日（金） ※ご注文時にご提示ください。

8月6日（月）16：30閉店（L.O.16：00）

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

9月23日（日・祝）
13:30開演

音楽のつどい
●1,000円 ※未就学児入場可（1,000円）
●栗田 090-4441-9726

9月24日（月・振休）
13:30開演

宇多村仁美 柴田智加 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　※未就学児入場可
●宇多村 080-3061-8469

9月26日（水）
18:30開演

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　※未就学児入場可
●岡崎市医師会 総務課 0564-52-1571

9月29日（土）
14:00開演

音楽の秋みいつけた
●大人1,000円　小学生以下500円 ※未就学児入場可（膝上鑑賞無料）
●Trio Reson（トリオ レゾン） 050-5328-9144

コロネット市民音楽フェスティバル2018コロネット市民音楽フェスティバル2018チケット発売中

シビック
ハロウィンパーティ2018

場所：シビックセンター館内＆交流広場
2018年10月27日（土）

詳細や応募方法は、シビックセンターHP、または館内設置の応募用紙を
ご覧いただき、必要事項を記入の上、シビックセンター1階総合案内、また
はFAXにてご応募ください。
応募期間：8月10日（金）～8月31日（金）必着　※応募多数の場合は抽選

参 加 者 募 集 ！

☆ダンスコンテスト出場者　☆手づくりマーケット（雑貨）出店者　☆飲食出店者

セプテンバージャズナイト

場所：シビックセンター交流広場
料金：入場無料

2018年9月7日（金）18:30開演

初秋の夜を彩るジャズライブ、「セプテンバージャズナイト」を今年も開催
します！心地よい夜風に吹かれながら、ゆったりとした大人の時間をお楽
しみください。軽食、ドリンクの出店もあります。

今 年 も 開 催

※雨天の場合は館内で開催。

※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。



Vol.109
2018.

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 8 
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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！

　秀樹の周囲で起きる奇妙
な出来事は、亡き祖父が恐
れていた“ぼぎわん”の所業
なのか…？不妊やDVといっ
た現実と、化け物が織り成
す恐怖に読む手が止まらな
い！真夏の夜に、ぞくっと涼
しいホラー小説です。

澤村伊智／著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■8月の休室日：6日（月）、12日（日）、13日（月）、20日（月）、27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

『ぼぎわんが、来る』

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

アカデミー賞を受賞した「戦場のピアニスト」の、ピアノ演奏と演奏シーンの手の
演技で大きな感動を呼んだヤノシュ･オレイニチャク。ショパンの化身と謳われた
ピアニストが、あの感動が蘇る珠玉の名曲の数 を々奏でます。

今年デビュー43周年を迎えた、日本を代表するヴァイオリニスト大谷康子。音楽を
身近に感じて楽しんでほしいという思いで、どこかで聴いたことのある曲を、解説を
入れながらお届けします。

8月4日（土）一般発売 現代最高のショパン弾きと謳われる巨匠が今秋来日！

2018年11月4日（日）15：00開演（14：30開場）

Premium Concert Series

ヤノシュ・オレイニチャク
　　　　　　エスプリ・ショパン

出演：ヤノシュ・オレイニチャク（ピアノ）、
　　　浦久俊彦（ナビゲーター）
曲目：〔オールショパンプログラム〕夜想曲 第20番 嬰ハ短調「レント・コン・グラン・エスプレッシオーネ」
　　　バラード 第１番 ト短調、ワルツ 第3番 イ短調「華麗なる円舞曲」
　　　ポロネーズ 第6番 変イ長調「英雄」　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定　一般4,000円／学生（25歳以下）2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

8月4日（土）一般発売 より分かりやすく、より楽しく、音楽を分かち合いたい。

2018年11月11日（日）15：00開演（14：30開場）

はじめてのクラシックシリーズ

大谷康子
　　ヴァイオリン・リサイタル

出演：大谷康子（ヴァイオリン）、佐藤卓史（ピアノ）
曲目：クライスラー／愛の喜び
　　　J.S.バッハ／G線上のアリア
　　　ヴィヴァルディ／四季より「秋」第1楽章
　　　ピアソラ／リベルタンゴ　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定　2,500円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

ⒸMasashige OgataⒸMasashige Ogata

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、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！

好評発売中 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！

8月25日（土）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

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　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。

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

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」

18：00開演3
［金］

日中平和友好条約40周年記念 中国民族芸術公演
●2,500円
●岡崎市日本中国友好協会 0564-21-8224

13：00開演4
［土］

ピアノ発表会
●無料
●赤木 090-1864-7750

14：00開演8
［水］

Little concert
●無料
●Little concert 090-2681-1368

未　　定9
［木］

きらめき音楽祭 First Stage
●無料
●きらめき音楽祭実行委員会 080-1606-9195

13：00開演11
［土］

第33回 らくだの会 ピアノ発表会
●無料
●らくだの会 090-1622-4525

14：00開演5
［日］

岡崎音楽家協会コンサートシリーズvol.15

萩生真愛ピアノリサイタル　
●1,000円／当日1,500円
●萩生真愛リサイタル事務局 0564-25-5316

①10：00開演
②13：00開演22

［水］

第18回わくわくコンサート
●無料
●おざき音楽教室 090-6070-5527

23
［木］

13：00開演26
［日］

Summer Concert
●無料
●岩田 090-5457-3926

18：00開演
第16回 南の風 オン・ステージ
●無料
●公益社団法人岡崎法人会 0564-53-2141

28・29
［火・水］

ピアノ発表会
●無料
●カワイ音楽教室 0564-71-7147

14：00開演19
［日］

Ke’ena Hana Hula Shizue 10th Anniversary
Ho’ike&Hula show 2018
●3,000円／当日3,500円
●Ke’ena Hana Hula Shizue事務局 090-8869-8090

13：00開演12
［日］

うさみあき ピアノおさらい会
●無料
●宇佐美　0564-55-1430

【コロネットインフォメーション7月号について】コンサートホール コロネット スケジュール欄、
　9月21日（金）「サウンド・オブ・アロハ」に誤りがありましたので訂正し、お詫び致します。
　入場料が 無料 となっていましたが、正しくは 2,000円 です。

クラシック、ポップス、ジャズ。無限の引き出しから奏でられる美しい歌声。

出演：VOCES8（ヴォーカルアンサンブル）
曲目：ビーブル／アヴェ・マリア、ブリテン／聖母讃歌
　　　サイモン＆ガーファンクル／サウンド・オブ・サイレンス
　　　キャロル・コーツ／ロンドン・バイ・ナイト　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定　一般4,500円／ペア8,000円※2枚同時購入時のみ。岡崎市シビックセンターのみでの取扱い。
　　　　　　　　学生（25歳以下）2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

8月25日（土）一般発売

2018年12月22日（土）15:00開演（14:30開場）

Okazaki Exciting Stage Series

VOCES8（ヴォーチェス・エイト）クリスマスコンサート

※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。

世界が認める刺激的で多才な
ヴォーカル・グループ。クラシック
からユニークな編成のジャズや
ポップスまで、今話題の洗練され
たアカペラで、クリスマスの華やか
なひとときをお楽しみください。

シビコロ会員 8月の先行予約　受付締切 8月17日（金）必着
ⒸAndy StaplesⒸAndy Staples

第４回 2018年 11月17日（土）

曲目：ショパン／スケルツォ第3番 嬰ハ短調
　　　プロコフィエフ／4つの小品　他

※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。

岡崎から世界へ！若手ピアニストが輝く今を披露します。
次世代育成プロジェクト ～未来のピアニストシリーズ～

出演：神原 雅治（かんばら まさはる）

好評発売中 第３回 2018年 9月22日（土）

曲目：ベートーヴェン ／ピアノ・ソナタ第30番 ホ長調
　　　ショパン／舟歌 嬰ヘ長調、ドビュッシー／前奏曲より　他

出演：太田 沙耶（おおた さや）

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：各回500円（自由席）
※時間・会場・チケット情報各回共通

28日 13：30開演
29日 10：00開演

17：30開演30
［木］

フレッシュコンサートvol.2
～地元出身の音大生による音の贈り物～
●800円／当日1,000円
●音のスタイリストM&C（髙井） 0564-51-0194

■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8月1日（水）～8月31日（金） ※ご注文時にご提示ください。

8月6日（月）16：30閉店（L.O.16：00）

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（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（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

9月23日（日・祝）
13:30開演

音楽のつどい
●1,000円 ※未就学児入場可（1,000円）
●栗田 090-4441-9726

9月24日（月・振休）
13:30開演

宇多村仁美 柴田智加 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　※未就学児入場可
●宇多村 080-3061-8469

9月26日（水）
18:30開演

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　※未就学児入場可
●岡崎市医師会 総務課 0564-52-1571

9月29日（土）
14:00開演

音楽の秋みいつけた
●大人1,000円　小学生以下500円 ※未就学児入場可（膝上鑑賞無料）
●Trio Reson（トリオ レゾン） 050-5328-9144

コロネット市民音楽フェスティバル2018コロネット市民音楽フェスティバル2018チケット発売中

シビック
ハロウィンパーティ2018

場所：シビックセンター館内＆交流広場
2018年10月27日（土）

詳細や応募方法は、シビックセンターHP、または館内設置の応募用紙を
ご覧いただき、必要事項を記入の上、シビックセンター1階総合案内、また
はFAXにてご応募ください。
応募期間：8月10日（金）～8月31日（金）必着　※応募多数の場合は抽選

参 加 者 募 集 ！

☆ダンスコンテスト出場者　☆手づくりマーケット（雑貨）出店者　☆飲食出店者

セプテンバージャズナイト

場所：シビックセンター交流広場
料金：入場無料

2018年9月7日（金）18:30開演

初秋の夜を彩るジャズライブ、「セプテンバージャズナイト」を今年も開催
します！心地よい夜風に吹かれながら、ゆったりとした大人の時間をお楽
しみください。軽食、ドリンクの出店もあります。

今 年 も 開 催

※雨天の場合は館内で開催。

※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。


