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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 12

クリスマスにちなんだ曲の演奏や、温かい
食べ物や雑貨が集まるクリスマスマルシェ
をお楽しみいただけます。更に今年は、「飾
りつけ・手作り体験」を行います。
「ペットボトルdeランタン作り」に
参加して会場を飾りつけませんか？

出演：岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）
　　　RAKUDA チャイムクワイア（トーンチャイム）
　　　Shake the foundation（ゴスペル）　ほか
場所：シビックセンター交流広場
料金：入場無料
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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。

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

知っている！が満載。名曲一挙20曲！11月24日（土）一般発売

※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。

ⒸAndy StaplesⒸAndy Staples

名門チェコ・フィルの名手たち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、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。

2019年3月16日（土）15：00開演（14：30開場）

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

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。

出演：出演：出演：出演：岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽）

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

12:30～13:00

Okazaki Exciting Stage Series
VOCES8（ヴォーチェス・エイト）クリスマスコンサート
Okazaki Exciting Stage Series
VOCES8（ヴォーチェス・エイト）クリスマスコンサート
15：00開演（14：30開場）

出演：鈴木研吾（サクソフォン）
　　　鈴木麻未（ヴァイオリン）
　　　板垣千香子（ピアノ）
曲目：クリスマスパーティは大騒ぎ、愛のあいさつ、
　　　3大アヴェマリア（カッチーニ・シューベルト・グノー／バッハ） 他
場所：シビックセンター1階ロビー
料金：入場無料　※協力：岡崎音楽家協会
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ⒸAndy StaplesⒸAndy StaplesⒸAndy StaplesⒸAndy StaplesⒸAndy StaplesⒸAndy Staples

※昨年の様子※昨年の様子

シビッククリスマスイベント2018シビッククリスマスイベント2018

12:30～13:0012:30～13:0012:30～13:0012:30～13:0012:30～13:0012:30～13:0012:30～13:0012:30～13:0012:30～13:00

シビックロビーコンサートvol.15
クリスマスを感じる
クラシックミニコンサート

シビックロビーコンサートvol.15
クリスマスを感じる
クラシックミニコンサート

イルミネーション

12月25日（火）まで
17：00～21：30毎

日点灯中

イルミネーション

12月25日（火）まで
17：00～21：30毎

日点灯中

15：00～18：30

シビックセンター交流広場シビックセンター交流広場

※昨年の様子※昨年の様子※昨年の様子※昨年の様子※昨年の様子※昨年の様子

「ペットボトルdeランタン作り」に



※11月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 12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！

　クリスマスにぼうやの家
へやって来た、ビロードの
うさぎのぬいぐるみ。
　うさぎは、ぼうやの「ほ
んとうの友だち」になるこ
とができるのでしょうか。
　古典的な名作を酒井駒
子さんが繊細に描きます。

マージェリィ・W.ビアンコ／原作
酒井 駒子／絵・抄訳

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■12月の休室日：3日（月）、10日（月）、17日（月）、24日（月）、

25日（火）、29日（土）、30日（日）、31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

『ビロードのうさぎ』

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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2017年全日本学生音楽コンクール全国大会高校の部で第1位及び数々の賞
を受賞するなど、輝かしい受賞暦を持つ高校生ピアニスト、亀井聖矢さんが登場し
ます。世界へ羽ばたいて行く若さ溢れる演奏を体感してください。

※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：500円（自由席）

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）

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

2019年1月18日（金）11：30～12：30（11：00開場）

次世代育成プロジェクト次世代育成プロジェクト
～未来のピアニストシリーズ～～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　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

❖  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。

■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12月1日（土）～28日（金） ※ご注文時にご提示ください。

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、

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

年末年始　12月29日（土）～1月3日（木）休館

melodia 音楽発表会
●無料
●melodia 090-4467-7266

13：00開演2
［日］

第22回 お母さんコーラス 交歓会
●無料
●ごほんまつコーラス 0564-48-5548

10：10開演5
［水］

ジュニア･ハイライト･コンサート2018inツルタ
●無料　
●株式会社 ツルタ楽器 0566-75-1931

未　定9
［日］

VOCES8（ヴォーチェス・エイト）クリスマスコンサート
●全席指定 一般4,500円　ペア8,000円※　学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-511115：00開演22

［土］

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

※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。

12：00開演23
［日］

Violin Concert
●無料
●東海弦楽指導者グループ（石川） 0564-54-2443

未　定24
［月］
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音楽を学ぶ若い世代の育成を支援することを目的とし、演奏の場を提供し、
来場者の皆様には、成長する過程を間近で感じ今後の活躍を応援していた
だくプロジェクト。
昨年から、ピアニストに焦点を当てて中学生以上の将来有望なピアニストを
紹介しています。

次世代育成プロジェクトとは？次世代育成プロジェクトとは？

※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。

オペラ歌手としての活動はもちろんのこと、宗教曲やミュージカルにも活動を広
げ、学校芸術鑑賞会ではナレーションや司会もつとめている多才な加藤さん。
この活動が評価され、平成30年度芸術創造賞を受賞。ピアノの朝岡さんは作
曲家として活躍中。朝岡さんが作曲した組曲「おとうさんの子もり歌」は、日本の
童謡の振興や普及のために優れた功績のあった個人や団体を表彰する『日本
童謡賞』を受賞。
音楽が好き。うたが大好き。日本のうたはもっと大好き。と語る、『うた歌い』の加
藤恵利子さんと、子どもの歌の振興のため、多くの日本語の歌を作曲している
朝岡真木子さんによる、どこか懐かしく、温かく心に響く日本の歌の数 を々お届
けします。

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。
皆さまのご参加をお待ちしています！

シビックセンターロビーディスプレイのシビックセンターロビーディスプレイのシビックセンターロビーディスプレイの


