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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 3 

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

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、ファミリーマートでも購入可

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

2019年3月9日（土）14：00開演（13：30開場）【約60分/休憩あり】

コロネット音楽大学シリーズ

ファミリーコンサート
　しんじだい、幕あけ！

コロネット音楽大学シリーズ

ファミリーコンサート
　しんじだい、幕あけ！

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）
　　　グレン・ミラー／ムーンライト・セレナーデ　ほか
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席自由 こども（3歳以上）500円、おとな（高校生以上）1,000円
※おとな1人につき3歳未満のこども1人膝上無料。　　　　※企画制作：アウトリーチ・ラボ
　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。

好評発売中

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、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。

進化を続ける天下統一が岡崎で魅せる一曲入魂。

出演：アンサンブル天下統一
　　　〔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）〕
曲目：J.S.バッハ／ゴルトベルク変奏曲 ト長調 BWV988
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般3,500円、学生2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。※休憩なし。途中入場はできませんのでご了承ください。

3月23日（土）一般発売

2019年6月22日（土）15:00開演（14:30開場）

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。

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

あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？
「仲間と企画したコンサートをしたい！」「日ごろの音楽活動の成果を発表したい！」
あなたの思いの実現を、シビックセンターがお手伝いします。

あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？あなたの企画したコンサートをコンサートホールで開催しませんか？
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

募集中

参加資格 音楽活動をしている個人または団体
※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
※営利企業や音楽事務所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。
・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。

応募締切
2019年 3月29日（金）必着
※受付時間：9：00～20：00

開 催 日
2019年
9月23日（月・祝）～9月29日（日）計7日間

応募方法「募集要項」をご参照いただき、添付の「申込用紙」に必要事項を
ご記入の上、出演者プロフィールと活動履歴を添付しシビックセンター
１階総合案内までご提出ください。郵送でのご応募も可能です。
募集要項は岡崎市シビックセンターホームページからもダウンロードできます。

※詳しくはチラシまたは
　ホームページをご覧ください。

※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。

トークあり、アドリブあり、笑いあり、キミたちの五感を
シゲキしまくる新時代のコンサートをご覧あれ！！

シビコロ会員 3月の先行予約　受付締切 3月12日（火）必着

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

ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca



14：00開演9
［土］

ファミリーコンサート しんじだい、幕あけ！
●こども（3歳以上）500円　おとな（高校生以上）1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

※2月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット ３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！

　今年は日本とオーストリ
アの国交樹立から150年の
記念の年。そこでオースト
リア出身の画家クリムトの
画集を紹介します。煌びや
かでどこか退廃的な魅力
を堪能できる一冊です。

千足伸行／著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■３月の休室日：4日（月）、11日（月）、18日（月）、22日（金）、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

『もっと知りたいクリムト
　　　　　　生涯と作品』

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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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（櫟原） 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

10：00開演22
［金］

ピティナ・ピアノセミナー
●会員 2,500円　一般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
●ペア 2,500円　ソロ 1,500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
●岡崎商業高校吹奏楽部 0564-21-3599

15：00開演
〈完売〉

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

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） 080-3624-0249

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

※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：2019年3月1日（金）～31日（日） ※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

2019年度 8公演セット券2019年度 8公演セット券

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

30,000円1回券合計価格 23,000円
シビコロ・クラシック会員
セット券価格 26,000円

シビコロ会員／一般
セット券価格

※詳しくはチラシまたは
　ホームページをご覧ください。

申込締切：２０１9年3月8日（金）必着限定50セット

2019
10/27
（日）

山中惇史 ＆ 住谷美帆
デュオ・リサイタル

2019
11/17
（日）

金子三勇士
ピアノ・リサイタル

2019
7/ 7
（日）

アンサンブル天下統一 2019
原点回帰

2019
6/22
（土）

藤原道山×SINSKE
2020
2/22
（土）

ハッピー・ジャズ・アワー！
渡辺香津美 ＆ 奥村愛 ＆ 須川展也

2020
3/ 7
（土）

ベルリン・フィルハーモニー
ピアノ四重奏団

2020
1/26
（日）

IL DEVU
（イル・デーヴ）

2019
11/30
（土）

ⒸAyako YamamotoⒸAyako Yamamoto

ⒸTakanori IshiiⒸTakanori Ishii

ⒸStephan R ö hlⒸStephan R ö hl

ⒸWataru NishidaⒸWataru Nishida ⒸYuji HoriⒸYuji HoriⒸYosuke KomatsuⒸYosuke Komatsu


