
Vol.88
2016.11OKAZAKI 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

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。

※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。

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

シビコロ会員 11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（「堤剛＆小山実稚恵」）　②座席希望エリア　③券種、希望枚数（最大4枚）　④会員番号　⑤氏名
⑥受取方法（窓口か郵送）を明記、返信用はがきに宛先を記入の上、シビックセンター宛にご郵送ください。

予約締切　11月20日（日）必着　※一般発売日 11月26日（土）までに結果を通知いたします。

音楽大学の学生が企画制作した公演を、シビックセンターが支援・サポートするコロ
ネット音楽大学シリーズを今年度も開催します。現在、公演の企画を選定中！詳細は
次号インフォメーションで発表します。

歌曲において現代最高のテノール、マーク・パドモアと、ウィーンの俊英、ティル・フェル
ナーが創り出す「冬の旅」の世界をご体感ください。

狡Julia_Wesely狡Julia_Wesely

日本、そして世界で活躍する二人のデュオ

曲目：ショパン：ノクターン第2番 変ホ長調 作品9-2（ピアノソロ）
　　　カサド：無伴奏チェロ組曲（チェロソロ）
　　　ベートーヴェン：チェロ･ソナタ第3番 イ長調 作品69（デュオ） 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2,000円（25歳以下）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2017年3月18日（土）15:00開演（14:30開場）

11月26日（土）一般発売

名実ともに日本を代表するチェロ界の大御所・堤剛と、ピアニスト・小山実稚恵のスペ
シャルデュオ。ベートーヴェンが作曲した5曲のチェロ・ソナタの中でも、最も知られてい
る第3番がメインのプログラムです。交響曲第5番「運命」などの傑作を次々に生み出し
ていた充実期の作品で、チェロ・ソナタ史上、チェロとピアノが対等な役割を与えられた
初めての曲です。魂を揺さぶられるような熱演をご期待ください。

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

プレミアムコンサートシリーズ

堤 剛 ＆ 小山実稚恵　デュオリサイタル

深い洞察に富んだ解釈による「冬の旅」の世界好評発売中

曲目：ブラームス：4つのバラード op.10（ピアノソロ）
　　　シューベルト：歌曲集「冬の旅」D911
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3,000円（25歳以下）
※未就学児の入場はご遠慮ください。
※演奏が始まるとご入場いただけません。

2017年2月19日（日）15:00開演（14:30開場）

Okazaki Super Classic Concert

マーク・パドモア
　　　　 ＆ ティル・フェルナー
シューベルト歌曲集「冬の旅」

12月3日（土）一般発売

場所：コンサートホール コロネット

2017年2月23日（木）コロネット音楽大学シリーズ 愛知県立芸術大学
2017年3月23日（木）コロネット音楽大学シリーズ 名古屋音楽大学狡大杉隼平狡大杉隼平

ジャズ･ピアニストが繰り広げるクリスマスジャズライブ好評発売中

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3,000円（25歳以下）
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2016年12月23日（金・祝）19:00開演（18:30開場）

Okazaki Exciting Stage Series

小曽根真 クリスマスジャズナイト

『ヴァイオリンとヴィオラ、ピアノ』平日午後の演奏会好評発売中

曲目：フランク：ヴァイオリンソナタ イ長調
　　　ショパン：バラード第1番 ト短調Op.23 他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2016年11月22日（火）
14:00開演（13:30開場）

ぶらりコロネットシリーズ

セルゲイ・マーロフ＆岩崎洵奈
デュオ・リサイタル

狡Wataru Nishida狡Wataru Nishida狡鍋島徳恭狡鍋島徳恭

公演当日に当日券がある場合、学生（25歳以下）の方に当日券を1,000円で
「キャンパスシート」として販売します。当日券の有無は、ホームページをご覧ください。
・開演15分前より3階コンサートホール入口の主催者受付にて先着順に販売します。
・事前予約や座席の選択はできません。要学生証。1名につき1枚のみ購入可。

キャンパスシート
のご案内

news 11月18日（金）にNHKホールで開催するパリ管弦楽団の公演に、
マーク・パドモアがブリテン「セレナード 作品31」のソリストとして
出演します。

応募方法：郵便はがきに ①対象公演名（「小曽根真」又は「雅楽」） 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「○月○日公演ジュニアシート」係までご郵送ください。
締　　切：「小曽根真」･･･11月10日（木）必着、「雅楽」･･･12月10日（土）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。

小学4年生から中学3年生を対象に、「小曽根真 クリスマスジャズナイト」、
「雅楽 源氏物語」公演に抽選で各公演2名様をご招待します。ジュニアシートのご案内

狡Gabriela Brandenstein狡Gabriela Brandenstein

狡Marco Borggreve狡Marco Borggreve



※10月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 11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 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
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/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！

消しゴムを彫って、お
しゃれな和のはんこを
作ってみませんか？
シンプルな図案でも、
インクの色や押し方に
よって様々なイメージ
に変化します。
和紙や布、革にも押し
てみてください…ほっ
こりと癒されますよ。

我那覇 陽子 /著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■11月の休室日：
　4日（金）、7日（月）、14日（月）、21日（月）、24日（木）、28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～　第2・第4土曜日14:30～
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

『消しゴムで和のはんこ』

※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。

9：30開演3
［木・祝］

ピティナ・ピアノステップ岡崎秋季
●無料
●ピティナおかざき☆きらりステーション（髙井） 0564-51-0194

19：00開演5
［土］

トヨタトロンボーンアンサンブル
●無料
●鈴木 0564-21-9504

13：30開演
18：00開演19

［土］

悠情楽団10周年コンサートシリーズ in Okazaki
●3,000円
●シンフォニア 0564-25-2334

両日とも
10：00開演12・13

［土・日］

暮らしの学校 開校10周年記念音楽＆ダンス発表会
●無料
●暮らしの学校 0120-511-533

13：30開演6
［日］

プレ･イベント
「雅楽」世界最古のオーケストラの魅力～入門編～
●整理券配布終了
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111　

14：00開演20
［日］

ピティナ・ピアノコンペティション
入賞者コンサート「はじめのいっぽ」
●800円
●ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

14：00開演23
［水・祝］

第4回バイマーヤンジントーク＆コンサート
●2,000円（当日3,000円）
●岡崎ヤンジン後援会 0564-51-0369

14：00開演26
［土］

伊藤圭代 ひとりよがりのシャンソンコンサート２
●無料
●伊藤 090-3568-9878

12：00開演27
［日］

Autumn Concert
●無料
●Liricoの会（浅井） 0564-24-9801

10：00開始
13：30開始28

［月］

平成28年分 年末調整等説明会
●無料
●岡崎税務署個人課税担当ダイヤルイン 0564-77-2906

14：00開演22
［火］

ぶらりコロネットシリーズ
セルゲイ･マーロフ＆岩崎洵奈 デュオ・リサイタル
●全席指定 2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111　

2016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

お得な特典
盛りだくさん！
お得な特典
盛りだくさん！

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。4月から翌年3月までの1年間有効です。
年会費：5,000円　定員：50名　有効期間：2017年3月31日まで　1階総合案内で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。
　※座席指定はできません。
■「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。

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。

特
　
典

特  

典

❖ 交流広場からのお知らせ

11月18日（金）～12月25日（日）
17：00～21：30点灯

★クリスマス・イルミネーション★クリスマス・イルミネーション

12月10日（土）15：00～開催予定
★イルミネーションコンサート★イルミネーションコンサート

コンサートホール コロネットコンサートホール コロネット

※昨年の様子※昨年の様子

※昨年の様子※昨年の様子

幻想的な光がシビックセンターを包み込みます。

クリスマスコンサート、サンタクロースからのプレゼント、
クリスマスカフェなど、楽しいクリスマスイベントです。

■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：2016年11月1日（火）～11月30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。
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