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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

14：00開演29
［金］

岩中コンサート 2019
●無料
●岡崎市立岩津中学校吹奏楽部 0564-45-2022

18：00開演30
［土］

岡崎東高校吹奏楽部 第5回ありがとうコンサート
●無料
●愛知県立岡崎東高校吹奏楽部 0564-52-8911

13：30開演31
［日］

第29回ピアノ・ドリマトーン発表会
●無料
●伊豫田 090-3957-5419

14：00開演9
［土］

ファミリーコンサート しんじだい、幕開け！
●こども（中学生以下） 500円　大人（高校生以上） 1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

※1月10日現在の情報です。
※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。

コンサートホール コロネット 2月～3月スケジュール

6 音楽のおはなし「コンサートホールのおはなし」

7 フルート＆ハープ コンサート
チケット購入方法  
図書室スタッフおすすめの1冊 

8 コンサートホール コロネットスケジュール（2月～3月）
交通アクセス
カフェレストラン「グリーンハウス」

2019年度公演ラインナップ2
3

主催公演、イベント情報4
5

Facebookで
最新情報をチェック！

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
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P 西友 岡崎刈谷線

岡崎市シビックセンター 交通アクセス

○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。

2019年度のラインナップが発表されました。今年も
なかなか名の知れた方が多く、「おぉ！」となった方も
多いのではないでしょうか。シリーズ企画もどんどんブ
ラッシュアップしていきます。詳しい内容をお届けする
のが楽しみです。 （Ｉ）

スタッフのあしあとスタッフのあしあと

12：00開演2
［土］

岡崎ミュージックサミット2019
●関係者のみ　2,000円
●ミュージックフレンズ 090-1753-3214

13：30開演10
［日］

井田ふれあいコンサートXI

11
［月］

シビックセンター臨時休館日

●要整理券
●パパさんコーラス隊（柏原） 090-5105-9946

15：00開演16
［土］

チェコ･フィル･ストリング･カルテット
●全席指定 3,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

12：00開演17
［日］

音楽教室発表会
●無料
●すいーとぴーの会（小野内） 0566-74-6103

14：00開演19
［火］

ピアノデュオ　鍵盤男子
●4,000円
●国際ソロプチミスト岡崎 090-7038-8010

10：00開演21
［木］

ピティナ･ピアノステップ岡崎3月
●無料
●ピティナおかざきステーション 090-3954-9847

10：00開演22
［金］

ピティナ・ピアノセミナー
●2,500～3,000円
●ピティナ岡崎支部 090-3954-9847

10：00開演23
［土］

繭の会 リトルコンサート＆Happyコンサート（夜の部）
●無料
●髙井 0564-51-0194

14：00開演24
［日］

株式会社ツルタ楽器70周年記念コンサート
●ソロ 1,500円　ペア 2,500円
●株式会社ツルタ楽器（今里） 0566-75-1931

13：30開演28
［木］

愛知県立岡崎商業高等学校吹奏楽部 第2回 定期演奏会
●無料
●岡崎商業高等学校吹奏楽部 0564-21-3599

14：00開演16
［土］

卒業ファッションショー
●要整理券
●愛知学泉短期大学 0564-34-1212

10：30開演14
［木］

フルート＆ハープ コンサート
同時開催 シビックセンター避難訓練
●入場無料（要事前申込）
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

10：00開演17
［日］

コスモスの会 第39回ピアノコンサート
●無料
●冨田 090-4218-8959

10：20開演23
［土］

リトミック・ピアノ発表会
●無料
●リベラ講師会 052-990-8271

13：30開始26
［火］

第6回定例研修会
●関係者のみ
●愛知県土地家屋調査士会 052-586-1200

10：30開演7
［木］

ASC岡崎文化同窓会第3回学習会
｢アイリッシュハープとピアノの弾き語り｣
●関係者のみ
●柵木 0564-52-7644

15：00開演9
［土］

0歳からの第2回
英語リトミック＆クラシックコンサート
●一般 1,000円　小学生以下 500円
●高田（愛知ハープアカデミー） 090-4448-3173

12：30開演10
［日］

第17回どれみの会
ピアノ発表会 Spring Concert
●無料
●どれみの会 0564-51-1928

13：30開演20
［水］

2台のピアノが奏でる親しみのクラシック
関本昌平･岬Spring Concert
●前売 3,000円　当日 3,500円
●岡崎友の会（杉本） 0564-25-3669

２ 月

2日
18：00開演
3日
14：00開演

2・3
［土・日］

合唱構成劇　夢、結ぶ
●2,000円
●岡崎市民歌劇団（柴田） 090-8677-6066

３ 月

鈴木康浩鈴木康浩 金子三勇士金子三勇士長原幸太長原幸太
アンサンブル天下統一アンサンブル天下統一

中木健二中木健二H ZETT MH ZETT M
ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca ⒸAyako YamamotoⒸAyako Yamamoto

ⒸTakanori IshiiⒸTakanori Ishii ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズ

ⒸStephan R ö hlⒸStephan R ö hl
渡辺香津美渡辺香津美藤原道山 × SINSKE藤原道山 × SINSKE

ベルリン・フィルハーモニー
ピアノ四重奏団

ベルリン・フィルハーモニー
ピアノ四重奏団

ⒸWataru NishidaⒸWataru Nishida
奥村愛奥村愛

ⒸYujiHoriⒸYujiHori
須川展也須川展也

山中惇史山中惇史 住谷美帆住谷美帆 IL DEVUIL DEVU ズーラシアンブラスズーラシアンブラス
ライナー・キュッヒル

福田進一
ライナー・キュッヒル

福田進一
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：2019年2月1日（金）～28日（木） ※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。

ジャムトーストセットジャムトーストセット

2月～3月の駐車場混雑が予想される日について
2月18日（月）～3月15日（金）の平日は、駐車場が大変混雑することが予想されます。
できるだけ乗り合わせてお越しいただくか、公共交通機関のご利用いただきますよう、
ご協力をお願い申し上げます。



5
May

2019年 5月18日（土）17:00開演
一般 3,500円

エキサイティングステージ
H ZETT M（エイチ・ゼット・エム）
ピアノ独演会 2019春
～三河国の陣～

全席指定

H ZETT M（ピアノ）出演

超絶技巧に加え“無重力奏法”と形容される超人的パ
フォーマンスは圧巻！忘れられないほどの独創性溢れる
ステージを是非、体感してください。

2019年 6月22日（土）15:00開演
一般 3,500円　学生 2,000円全席指定

中木健二（チェロ）、長原幸太（ヴァイオリン）、
鈴木康浩（ヴィオラ）

出演
3月23日（土）一般発売日2月23日（土）一般発売日

一般 3,000円　学生 2,000円全席指定

金子三勇士（ピアノ）出演
4月20日（土）一般発売日

ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca

2019年 7月7日（日）15:00開演
一般 4,500円　学生 2,000円全席指定

ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
福田進一（ギター）

出演
6月22日（土）一般発売日

2019年 10月27日（日）15:00開演
一般 4,000円　学生2,000円全席指定

IL DEVU 望月哲也（テノール）、
大槻孝志（テノール）、青山貴（バリトン）、
山下浩司（バスバリトン）、河原忠之（ピアノ）

出演
7月20日（土）一般発売日

山中惇史（ピアノ）、住谷美帆（サクソフォン）出演
7月20日（土）一般発売日

2019年 11月30日（土）15:00開演

おとな（高校生以上） 2,500円
こども（3歳以上） 1,000円

全席指定

ズーラシアンブラス（金管五重奏）、
クラリキャット（クラリネット四重奏）

出演
8月24日（土）一般発売日

2019年 12月24日（火）15:00開演

ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズ

一般 3,500円　学生 2,000円全席指定

500円全席自由 40名定　　員

松本大輔お　　話

5月、8月、10月、2月開 催 月

6月、11月、1月、3月開 催 月

藤原道山（尺八）、SINSKE（マリンバ）出演
10月26日（土）一般発売日

2020年 2月22日（土）15:00開演
一般 4,000円　学生 2,000円全席指定

渡辺香津美（ジャズギター）、奥村愛（ヴァイオリン）、
須川展也（サクソフォン）、奥村愛ストリングス

出演
11月23日（土）一般発売日

2020年 3月7日（土）16:00開演
一般 5,000円　学生 3,000円全席指定

ベルリン・フィルハーモニー ピアノ四重奏団
アンドレアス・ブシャッツ（ヴァイオリン）、
マシュー・ハンター（ヴィオラ）、
クヌート・ウェーバー（チェロ）、
マルクス・グロー（ピアノ）

出演
9月21日（土）一般発売日

2020年 1月26日（日）15:00開演

6
June

クローズアップおかざき
アンサンブル天下統一2019
原点回帰

地域のホールを拠点として活動するレジデントアンサン
ブル「天下統一」。進化を続けてきた6年目に挑むは、室
内楽を追求した『ゴルトベルク変奏曲』一曲入魂。

7
July

ようこそコロネットシリーズ
金子三勇士
ピアノ・リサイタル

確かなテクニックと磨かれた音楽性を持ち合わせた若き
俊英金子三勇士による、ピアノリサイタル。誰もがよく知
るピアノの名曲とわかりやすいトークで癒しのひとときを
お届けします。

10
October

プレミアムコンサートシリーズ
ライナー・キュッヒル＆福田進一
ヴァイオリンとギターによるデュオ･コンサート

45年間ウィーン・フィルのコンサートマスターとして世界
屈指のオーケストラを支え続けてきたライナー･キュッヒ
ルと、国際的な活動を重ねる日本が世界に誇るギタリス
ト福田進一。それぞれの楽器の道を究めた2人が紡ぎ出
すアンサンブルにご期待ください。

11
November

2019年 11月17日（日）15:00開演
一般 2,500円

クローズアップおかざき
山中惇史＆住谷美帆
デュオ･リサイタル

全席指定

岡崎市出身で出身地に多くの楽曲提供をしている山中
惇史と、本格派女性サクソフォニスト住谷美帆が、互い
の可能性を追求する挑戦的プログラムです。

11
November

ようこそコロネットシリーズ
IL DEVU
（イル・デーヴ）

日本のオペラ・声楽界の第一線で活躍している歌手4
人と、歌い手が厚い信頼を寄せ全国引っ張りだこのピ
アニストによる太メン5人。圧倒的な声量と、ダイナミック
な歌唱表現で聴いている者を圧倒する、総重量約
500kgの重量級クラシック・ボーカル･グループ。

12
December

子どものためのシリーズ
ズーラシアンブラス
音楽の絵本 ブラスサンタ

こどもからおとなまで大人気の金管五重奏ズーラシアン
ブラスが、クラリネット四重奏のクラリキャットと一緒に楽
しいクリスマス音楽をお届けします！

2
February

ようこそコロネットシリーズ
藤原道山×SINSKE

尺八とマリンバによる異色のコラボ！楽器の多彩な響き
を追い求める2人の、息の合ったセッションをどうぞお楽
しみください。

1
January

プレミアムコンサートシリーズ
ベルリン・フィルハーモニー
ピアノ四重奏団

世界最高峰のオーケストラベルリン・フィルの伝統ある
公式室内楽アンサンブル。2018年春の全米ツアーで
は新曲も披露し大絶賛を博した演奏を、どうぞお楽しみく
ださい。コロネットで聴けるこの機会は聴き逃せません。

大好評の「みんなの音楽学校」シリーズ。2019年
度はお馴染み松本大輔先生を講師に、岡崎に精
通したゲストをお招きし、岡崎の歴史文化と西洋
音楽の意外な接点を掘り起こします。

3
March

エキサイティングステージ
ハッピー・ジャズ・アワー！

日本が世界に誇るジャズ・ギタリスト渡辺香津美と、サク
ソフォニスト須川展也、クラシック界からはヴァイオリニ
スト奥村愛。ジャンルを超えた共演で豪華ストリングスと
共にジャズの名曲の数 を々お届けします。

交流広場
イベント

ラインナップ

交流広場
イベント

ラインナップ

12月21日（土）
サンタさんもやってくる！クリスマスのコンサート。

9月6日（金） シリーズ企画！シリーズ企画！秋の心地よい風を感じながら楽しむジャズイベント。

2017年度にスタートしたシリーズ企画。
2019年度はバージョンアップし、
更にお楽しみいただける内容になりました！

10月19日（土）
シビックセンター全体で秋を楽しむお祭り。

7月27日（土）・ 28日（日）
岡崎南部の最大級の夏祭り。シビックが熱く燃える2日間！

5月12日（日）
春の暖かい日差しを感じながら、
シビックセンター全体で開催する春のお祭り。
飲食店の出店や、楽しいワークショップなどを企画。

花植え
（年3回予定）

好評

みんなの音楽学校

500円全席自由 40名定　　員

11：30～12：30時　　間 3階リハーサル室第2会　　場

3階リハーサル室第2会　　場

「未来のピアニストシリーズ」として若手ピアニスト
を紹介してきた「次世代育成プロジェクト」。2019
年度は管楽器、弦楽器を学んでいる若手演奏家
も登場し、将来有望な「未来の音楽家」をご紹介
します。

次世代育成プロジェクト
～未来の音楽家シリーズ～

※公演内容および開催日につきましては、　一部変更となる場合がございます。

お得な8公演セット券は、 4ページをご覧ください。お得な8公演セット券は、 4ページをご覧ください。

※2018年度の様子※2018年度の様子

ⒸTakanori IshiiⒸTakanori Ishii

ⒸWataru NishidaⒸWataru Nishida ⒸYujiHoriⒸYujiHori

ⒸAyako YamamotoⒸAyako Yamamoto

ⒸStephan R ö hlⒸStephan R ö hl

CORONET INFOMATION
Vol.115

2CORONET INFOMATION
Vol.115
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2019年度 8公演セット券2019年度 8公演セット券
2019
6/22（土）
開演15:00

アンサンブル天下統一 2019
原点回帰

2019
7/7（日）
開演15:00

金子三勇士
ピアノ・リサイタル

2019
10/27（日）
開演15:00

ライナー・キュッヒル＆福田進一
ヴァイオリンとギターによる
デュオ・コンサート

2019
11/17（日）
開演15:00

山中惇史＆住谷美帆
デュオ・リサイタル

2019
11/30（土）
開演15:00

IL DEVU
（イル・デーヴ）

2020
1/26（日）
開演15:00

ベルリン・フィルハーモニー
ピアノ四重奏団

2020
2/22（土）
開演15:00

2020
3/7（土）
開演16:00

ハッピー・ジャズ・アワー！
渡辺香津美 ＆ 奥村愛 ＆ 須川展也

藤原道山×SINSKE

30,000円通常合計価格 23,000円シビコロ・クラシック2018会員セット券価格

26,000円シビコロ会員／一般セット券価格

締切：２０１9年3月8日（金）必着

限定50セット

往復はがきに　①住所　②氏名（ふりがな）　③電話番号　④受け取り方法（シビックセンター窓口もしくは郵送）
⑤郵送の場合は入金方法（銀行振込か現金書留）　⑥会員の方は会員番号　⑦希望セット数（お1人様2セットまで）を明記し、
返信用はがきに返信先を必ずご記入の上、以下の宛先までご郵送ください。
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地　岡崎市シビックセンター「８公演セット券」係
※1名様につき1通お申込いただけます。※シビコロ・クラシック2018会員の方は、座席をご指定いただけます。
※お申込多数の場合は抽選となります。※セット券購入時、ポイント割引の使用はできません。
※詳細は専用チラシをご覧ください。

申込方法

主催公演のチケットを先行で並ばずにゲット！特典

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。

クラシックやジャズなど、どこかで耳にしてことがある、時代を超えた名
曲を20曲集めました。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。

お昼に気軽に聴けるシビックロビーコンサート。今回は春を感じる曲の数 を々、サク
ソフォン四重奏にトークも交えてお届けします。

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

著名オーケストラと共演し、日本のみならず、世界各地の演奏会にも出演して
いる注目の実力派ピアニスト、佐藤元洋さんの登場です！世界を舞台に活躍
する若手ピアニストの演奏にご期待ください。

一般会員の先行予約の場合ブロックごとの希望となりますが、クラシック会員なら
「●列の□番」とピンポイントで座席指定が可能です。あの有名アーティストや、
大人気のあの公演も、確実に良い席を確保できます。
※1公演1会員2枚まで、希望座席が重なった場合は抽選

※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。

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）

第６回 2019年 3月23日（土）

曲目：J.S.バッハ／パルティータ第1番
　　　シューマン／3つの幻想的小曲
　　　ショパン／バラード第1番　　　他

出演：佐藤 元洋（さとう もとひろ）

好評発売中 知っている！が満載。名曲一挙20曲！ 1月26日（土）発売 岡崎から世界へ！若手ピアニストが輝く今を披露します。

2019年3月16日（土）15：00開演（14：30開場）

出演：中村由加里・河野真子・井上麻里子・小田美沙紀（クラリネット）、
　　　石川貴憲（サックス）、犬飼裕哉・倉橋祐佳里（ピアノ）
曲目：ドヴォルザーク／「新世界より」 第四楽章（ピアノ連弾）
　　　坂井貴祐／メトロポリス（クラリネット四重奏）
　　　即興演奏　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席自由 こども（中学生以下）500円、大人（高校生以上）1,000円
　　　　※未就学児入場可、3歳まで膝上無料。ただし座席を利用する場合はチケットを購入してください。

時代を超えた音楽と軽快なトークで希望に満ちた新時代を表現する、
まさに、新時代的なコンサート！イメージキャラクター“しんじだい君”が
楽しくナビゲートします。こどももおとなも一緒に楽しみましょう。

ファミリーコンサート
　　しんじだい、幕開け！

1月30日（水）発売 ライヴ感あふれる新時代のコンサートをご覧あれ！！

2019年3月9日（土）14：00開演（13：30開場）

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「3月16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：3月5日（火）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！今回の募集は上記公演、
3月16日（土）「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」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

対象公演に2名様ご招待！！（応募者多数の場合は抽選）
対象：小・中学生
保護者1名様には、通常価格の10％引きでお席をご用意します。
ぜひご一緒にご鑑賞ください。
当日券を特別価格1,000円で販売！！（当日券がある場合のみ）
対象：25歳以下の学生
シビックセンター主催公演が対象となります。

未来を担うこどもたちのための音楽鑑賞シート
2019年度ジュニア・キャンパスシート
2019年度も、若い世代に生活の中にクラシック音楽を取り入れてもらい、もっと気軽
にクラシック音楽に親しんでもらうため、こども・青少年向けシートをご用意しています。
本物の音楽との出会いをぜひコンサートホールコロネットで体験してください。
 ※詳しくはホームページをご覧ください。

ジュニアシート

キャンパスシート

サクソフォンで奏でる春サクソフォンで奏でる春

出演：佐藤千賀、辻友香里、丸住いおり、淺井愛美
曲目：ジブリメドレー、ヴィヴァルディ／四季より「春」　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

岡崎市に限らず広く音楽活動をしている地元演奏家の方々に、活動の場と演奏
披露の機会を提供いたします。音楽専用ホールでコンサートを開いてみませんか。

2019年3月1日（金）12:30～13:00

シビックロビー
コンサートvol.16

入場無料

佐藤千賀佐藤千賀 辻友香里辻友香里 丸住いおり丸住いおり 淺井愛美淺井愛美

限定50名シビコロ・クラシック会員 2019募集中！シビコロ・クラシック会員 2019募集中！

シビックセンターの有料会員制度には、お得な特典が盛りだくさん！

1

主催公演のチケットが10%引き！特典
主催公演のチケットが、お得にご購入いただけます。
※1公演1会員2枚まで

2

公演ごとに様々な特典あり！特典

他にもお得な
特典があります！

出演者と一緒に肩を並べて記念撮影、憧れのあのアーティストの
サイン色紙など、公演ごとに様々な特典をご案内します。

3

シビコロ会員も募集中！ 年会費無料！年会費無料！

■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、エリア指定可
■「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。

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。特  典

有効期限：2019年4月1日（月）～2020年3月31日（火）
年 会 費：5,000円　※継続の場合もお手続きが必要です。
申込用紙記入の上1階総合案内へ、またはFAX、郵送にてお申込いただけます。

・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
・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10%引き

アーティスト
サイン色紙

座席指定
も可能！

一緒に
記念撮影

コロネット市民音楽
フェスティバル2019
コロネット市民音楽
フェスティバル2019

参加者を
募集します

参加資格 音楽活動をしている個人または団体
注：①定期演奏会（定期的に開催する演奏会）や主催団体の
　　　記念行事的演奏会、教室等の発表会を除く
　　②営利企業やプロモーターなどが実施するものは不可

支援内容 ・ 開催日のホール利用料及び附属設備利用料を免除いたします。
・公演開催までの広報活動の協力、アドバイス、
　チケット委託販売等のサポートをいたします

※詳しくはホームページをご覧ください。

※企画制作：アウトリーチ・ラボ

石川貴憲石川貴憲 犬飼裕哉犬飼裕哉 倉橋祐佳里倉橋祐佳里

中村由加里中村由加里 河野真子河野真子 井上麻里子井上麻里子 小田美沙紀小田美沙紀

ナビゲーター・
しんじだい君
ナビゲーター・
しんじだい君
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Flute & Harp Concert

直接音 反射音

シューボックス型

ワインヤード型

参加館 開催日 開催時間 

 

大平市民センター  第1、3木曜日   
東部市民センター  第1、3金曜日   

岩津市民センター  第3火曜日  
第4土曜日   

矢作市民センター  第1、3土曜日  
第２金曜日  

 
 

六ツ美市民センター 第1土曜日   

げんき館  第4金曜日   

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！

　「本日午後五時よりチョコレート
を禁止する」健全健康党の法律に
よって、国中からチョコレート、キャ
ンディー、チューイングガムが消え
てしまった。ハントリーとスマッ
ジャー2人の少年は、チョコレート
の密売を始めて･･･。自由、正義、
チョコレートのために奮闘する
人々を描く。

アレックス・シアラー／著　金原瑞人／訳

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■２月の休室日：4日（月）、11日（月）、12日（火）、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

『チョコレート・アンダーグラウンド』

各地域の図書室の「おはなし会」では
「おはなし会スタンプラリー」という
企画を始めました。
蘆各「おはなし会」で配布しているスタ
ンプラリーの台紙を持って「おはなし
会」に参加し、スタンプを８つ集める
と、素敵なプレゼントがもらえます。
蘆お子様なら誰でも参加できますの
で、是非お近くの「おはなし会」に
　お立ち寄りください。
※岡崎市立中央図書館（りぶら）では
　開催しておりません。

おはなし会スタンプラリー
開催中です！

額田図書館

 

第２土曜日  
第３木曜日

  南部市民センター

 

毎週日曜日
毎週火曜日

  
10時30分

10時30分

10時30分

11時00分
10時30分
11時00分

10時30分

10時30分

15時00分
16時00分

主催公演のチケット購入方法

チケットぴあ

岡崎市シビックセンター 1階総合案内
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。

TEL.0570-02-9999

TEL.0564-72-5111

セブン-イレブン、ファミリーマート各店でも購入可

・予約後、購入後のチケットの変更・キャンセル・払い戻しはできません。
・車椅子席を希望される方は、窓口または電話でお問い合わせください。

※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。

参考文献：「コンサートホールとオペラハウス 音楽と空間の響きと建築」レオ・L.ベラネク 著／ 日高 孝之 [訳]著, 永田 穂 [訳]著／シュプリンガー・フェアラーク東京 出版、「音の科学ふしぎ事典」唐沢 誠 著／日本実業出版社

ローソンチケット TEL.0570-084-004ミニストップでも購入可

ツルタ楽器岡崎店
岡崎市羽根町字若宮24-3

芸文プレイガイド
TEL.0564-53-8950

愛知芸術文化センターB2F TEL.052-972-0430
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

注意
事項

窓口販売

電話予約

その他

岡崎市シビックセンター
9:00～20:00 休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく
※発売日の翌日から受付開始

電話予約後1週間以内に、1階総合案内へお越しください。窓口引取

チケットの郵送を希望される方は、電話予約後1週間以内に「銀行振込」か
「現金書留」でご入金ください。「銀行振込」の場合は、電話予約時に振込口
座をご案内します。なお、振込手数料・郵送料は、お客様の負担となります。
入金が確認でき次第、チケットを郵送します。

郵　送

フルート＆ハープ
コンサート

フルート＆ハープデュオ

2019年2月14日 10：30～12：00
場所：コンサートホールコロネット

フルート
坂本実奈美

ロッシーニ／アンダンテと変奏
ロブランド／ユー・レイズ・ミー・アップ
中田章／早春賦　他

曲目

ハープ
佐々木遥香～結～

ゆい

木

参加申込書にご記入の上、シビックセンター1階総合案内、
FAXにてお申込ください。お電話でも申込可能です。
※申込後に参加証をお送りします。

コンサート中に地震が発生したことを想定して、お客様を含めた避難訓練を行い、
災害時の対応方法や避難ルートの確認といった、避難体験をしていただきます。
訓練終了後は引き続き演奏をお楽しみください。

入場無料（要事前申込）
シビック避難訓練シビック避難訓練

もしもコンサート中に大地震が発生したら…

申込締切：2月13日（水）

同 時 開 催

無料

コンサートホールの形
コンサートホールには、大きく分けて「シューボックス
型」と「ワインヤード型」のふたつの形があり、コロ
ネットは「シューボックス型」に分類されます。
シューボックス型とは、文字通り「靴箱」のような長方
形で、前方に舞台があるホールです。コンサートホー
ルが造られるようになった18世紀ごろから現在に至
るまで、世界中で多く造られているポピュラーな形で
す。デザインに制限があり、フォーマル・シンプルな雰
囲気になりやすいですが、良い響きを得やすく、安定
感があります。

コンサートホールの役割
私たちがコンサートホールの中で聴く音は、大まかに分けて、奏者から直接聴
こえる「直接音」と、壁や天井等に反射してから聴こえる「反射音」の2種類に分
類されます。反射音は当然、直接音よりも遅れて聴こえます。遅れて聴こえてく
る音が残響となり、より豊かな音色に聴こえるのです。この聴こえ方を調整する
のが、コンサートホールの役割です。これは「コンサートホールは第2の楽器」と
いわれるほど、コンサートにおいて重要なことです。

残響時間
「コンサートホールの役割」で記した通り、直接音が聴こえた後、遅れて聴こえてくる反射音が残響となります。残響時間とは、
その反射音が聴こえなくなるまでの時間のことです。この時間が長いほど豊かな音色に聴こえますが、長すぎると音がぼやけ
てしまい、明瞭さに欠けてしまいます。どれくらいの残響時間がベストかは、クラシックなのかポップスなのか、また楽器の種類
や編成によって違います。
岡崎市初の音楽専用ホールとして建設されたコロネットは、豊かな残響により生演奏の繊細な響きや質感を表現することがで
きます。更に、コロネットの側面の壁はでこぼこに設計されています。これは音を複雑に反射させ、より良い響きを得るための
設備です。このように、コロネットでは、音響にこだわった良い響きの中、わずか421席の奏者に近い距離で演奏を聴くことが
でき、クラシック音楽を聴くのには非常に贅沢な環境だといえます。

2019年度の公演ラインナップが発表されました。ピアノ、弦楽、歌･･･
多様なコンサートが、コンサートホール「コロネット」で開催されます。
コンサートホールの基本と役割について調べてみました。

音 楽の

おはなしおはなし
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