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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 11

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

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。

聴き馴染みのある、どこか懐かしい歌の数 を々、名古屋市出身のソプラノ歌手、加
藤恵利子さんがお贈りします。平日の昼間にほっと一息、コロネットで音楽に癒さ
れてみませんか。

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

出演：VOCES8（ヴォーカルアンサンブル）
曲目：アヴェ・マリア、聖母讃歌、サウンド・オブ・サイレンス、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／学生（25歳以下）2,000円
※ペア券は2枚同時購入、岡崎市シビックセンターのみでの取扱い。※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

※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。
シビコロ会員 11月の先行予約　受付締切 11月16日（金）必着

※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～

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

11月24日（土）発売 第５回 2019年 1月26日（土）
曲目：ショパン／ポロネーズ第6番 変イ長調「英雄」、バラード第1番 
　　　ブラームス／パガニーニの主題による変奏曲 第1巻 他

出演：亀井 聖矢（かめい まさや）

好評発売中 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

出演：神原 雅治（かんばら まさはる）

知っている！が満載。名曲一挙20曲！

出演：チェコ・フィル・ストリング・カルテット（弦楽四重奏）
曲目：Ｇ線上のアリア、トルコ行進曲、アヴェ・マリア、トロイメライ
　　　ユモレスク、剣の舞、カヴァレリア・ルスティカーナ～間奏曲
　　　リベルタンゴ、ムーンライト・セレナーデ、Ａ列車で行こう　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。

11月24日（土）一般発売

2019年3月16日（土）15:00開演（14:30開場）

チェコからやって来た弦楽四重奏団による名曲コンサート。どこかで耳にした
ことがある、時代を超えた名曲を20曲集めました。クラシックやジャズなど、
幅広い演目をお届けします。何度でも聴きたい名曲集を、どうぞ心ゆくまで
ご堪能ください。

ようこそコロネットシリーズ

チェコ・フィル・ストリング・カルテット
　　特選！アンコールヒット曲集

※VOCES8のメンバーが変更となりました。

好評発売中 クラシック、ポップス、ジャズ。無数の引き出しから奏でられる美しい歌声。

2019年1月18日（金）11：30～12：30（11：00開場）

コロネットランチタイムコンサート
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（作曲・ピアノ）
曲目：宵待草、浜辺の歌、
　　　かなりや、さくら横ちょう、めだかの学校
　　　組曲『おとうさんの子もり歌』　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席自由　1,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評発売中 平日の昼間に気軽に聴ける1時間

ⒸAndy StaplesⒸAndy Staples

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「12月22日公演ジュニアシート」係まで
　　　　　ご郵送ください。
　　　　　※保護者1名様には通常価格の10％引でお隣の席をご用意します。
締　　切：12月5日（水）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。

日ごろ生演奏の音楽を聴く機会が少ない小中学生のみなさん、
抽選で2名様を公演にご招待します！

この機会にぜひ、ご応募ください！
今回の募集は左記公演、12月22日（土）「VOCES8 クリスマスコンサート」です。

本格的なコンサートを聴いてみませんか？

ジュニアシートのご案内



※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！

　「子ども時代に得たセン
ス・オブ・ワンダー（神秘さ
や不思議さに目を見はる感
性）はその人の支えとな
る。」いのちや科学につい
ての息の合った対話は深く
てわかり易く、そして爽や
か。お二人が子ども時代に
読んだ本も紹介。

福岡伸一・阿川佐和子／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（日）、5日（月）、12日（月）、19日（月）、24日（土）、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

『センス・オブ・ワンダーを探して
　　　　　　～生命のささやきに耳を澄ます～』

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。
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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。

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

■営 業 時 間：8:30～17:00（L.O.16:30）
■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11月1日（木）～30日（金） ※ご注文時にご提示ください。

11月5日（月）15：00閉店（L.O.14：00）

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

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

9：30開演3
［土］

ヤノシュ・オレイニチャク エスプリ・ショパン
●全席指定 一般4,000円　学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

15：00開演4
［日］

大谷康子 ヴァイオリン・リサイタル
●全席指定 2,500円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

15：00開演11
［日］

Best Wing　SPECIAL CONCERT
●2,000円
●進学塾Best Wing 0564-74-8656

19：00開演9
［金］

ピティナ・ピアノステップ トークコンサート
●無料
●ピティナおかざき☆きらりステーション 0564-51-0194

16：30開催
　 予定

3
［土］

ピアノ発表会
●無料
●伊藤 090-8458-9714

13：30開演10
［土］

トヨタ トロンボーンアンサンブル
第15回定期演奏会
●無料
●鈴木 090-8323-8794

19：00開演24
［土］

音楽教室発表会
●無料
●辻村 090-4157-4529

13：30開演24
［土］

11/

平成30年分　年末調整等説明会
●関係者
●岡崎税務署 0564-77-2906

10：00開始
13：30開始21

［水］

ピティナピアノコンペティション入賞者によるコンサート

「はじめのいっぽ」
●800円
●ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

14：00開演25
［日］

山中惇史 ピアノ・リサイタル
●3,000円
●山中惇史 ピアノリサイタル実行委員会 0564-21-3206

19：00開演30
［金］

フラメンコスタジオAHORA(アオラ)発表会 Reunión(レウニオン)
●2,500円
●フラメンコスタジオ アオラ 070-2229-3876

17：00開演17
［土］

❖ 交流広場からのお知らせ

11月17日（土）～12月25日（火）

★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15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

音楽をモチーフにしたイルミネーションが
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、クリスマスランタン作り、
クリスマスカフェなど、楽しいクリスマスイベントです。※昨年の様子※昨年の様子 ※昨年の様子※昨年の様子

好評発売中

2018年12月8日（土）11:00～12:00
講　　 師 ：松本大輔
ゲスト出演 ：酒井黎子（ピアノ）

場　　 所 ：リハーサル室第2（3階）
チ ケット ：500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。電話予約不可。未就学児の入場はご遠慮ください。

みんなの音楽学校 ～クラシック音楽入門～
　　　　　　　　大作曲家たちのターニングポイント
第５回「ラフマニノフ」

人生のスランプから何が彼を救ったのか…そのターニングポイントに迫る！

❖ 花植えを開催します！❖

場所：シビックセンター交流広場
2018年12月2日（日） 9:30～
交流広場の花壇にみんなで楽しく、
きれいな花を植えましょう！
初めての方も大歓迎です！
当日は直接交流広場へお越しください。

花植え終了後、シビックセンターロビーディスプレイの
クリスマス飾りを一緒に作るワークショップを行います。
皆さまのご参加をお待ちしています！

花植え終了後、シビックセンターロビーディスプレイの
クリスマス飾りを一緒に作るワークショップを行います。


