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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

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・サポートするシリーズ。今年度で3回目の開催。

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

出演：ルボワ カルテット（弦楽器コース生）
曲目：グリーグ：組曲「ホルベアの時代から」より
　　　グリーグ：組曲「ペール・ギュント」より
　　　シベリウス：弦楽四重奏曲op.56 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。

2017年2月23日（木）
18：30開演（18：00開場）

12月3日（土）一般発売

湖と森を連想させる北欧。2人の北欧出身の作曲家にスポットを当てます。内面からにじみ出る
パッション。透き通る空気の中に燃え立つ炎。４つの美しい旋律が、心に染み渡ります。

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

出演：名古屋音楽大学ピアノコース生、
　　　ピアノ演奏家コース生 他
企画制作：音楽ビジネスコース生
曲目：モーツァルト：ピアノ･ソナタ 変ロ長調 K.333
　　　チャイコフスキー：『くるみ割り人形』より「あし笛の踊り」 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。

2017年3月23日（木）18：30開演（18：00開場）

12月3日（土）一般発売

バロック時代から近現代に至るまでを、解説や映像を交えて、ピアノ演奏
とともにお届けします。

コロネット音楽大学シリーズ2016 名古屋音楽大学

鍵盤物語 ～4つの時代の名曲たち～
コロネット音楽大学シリーズ2016 愛知県立芸術大学

北欧の森 ～弦楽四重奏でめぐる水と森に包まれた世界～

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」

日本、そして世界で活躍する二人のデュオ11月26日（土）一般発売

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）

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

応募方法：郵便はがきに ①対象公演名（「雅楽 源氏物語」又は「冬の旅」） 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：「雅楽」･･･12月10日（土）必着、「冬の旅」･･･1月10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。

小学4年生から中学3年生を対象に、「雅楽 源氏物語」、
「冬の旅」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

2017年度公演ラインナップ決定！次号で詳細発表!!
今回は2種類のセット券をご用意しました。
チラシやホームページもご覧ください。

狡Wataru Nishida狡Wataru Nishida

狡鍋島徳恭狡鍋島徳恭

コロネット音楽大学シリーズとは？

イルミネーション・
　　　　コンサート

出演：岡崎市立南中学校吹奏楽部（吹奏楽部）
　　　RAKUDAチャイムクワイア（トーンチャイム）、Gumi（ジャズ）
　　　コロネットサンタガールズ（ダンス）、pansonido（スティールパン）
　　　シェイク･ザ･ファンデーション（ゴスペル）
場所：シビックセンター交流広場　　料金：入場無料

2016年
12月10日（土）15:00～

ステージでのパフォーマンスやクリスマス・マルシェ、サンタさんとの写真撮影
など、ひと足早くクリスマスの雰囲気をお楽しみいただけます。先着200名様
（中学生以下）にはサンタさんからのプレゼントもあります。

交 流 広 場

Ｘ‘ｍａｓスペシャル クラシックコンサート

出演：成田七香（ソプラノ） 秀平雄二（ピアノ）
曲目：カッチーニ：アヴェ・マリア、
　　　賛美歌：アメイジング・グレイス、
　　　プッチーニ：歌劇『ラ・ボエーム』より
　　　　　　　　　　　　　「私の名はミミ」 他
場所：シビックセンター1階ロビー
料金：入場無料

2016年12月22日（木）12:30～13:00

１ 階 ロ ビ ー
クリスマスにぴったりな曲をお届けするお昼のミニコンサート
シビックロビーコンサートVol.9



※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 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！

広間に飾られた立派なク
リスマスツリー。しかし
大きすぎて天井にあたっ
てしまいます。ツリーは
どんどん切られて小さく
なり、色んな人や動物た
ちのもとへ…。次にツ
リーを拾うのは誰でしょ
うか？

ロバート・バリー/作
光吉夏弥 /訳

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■12月の休室日：
　5日（月）、12日（月）、19日（月）、24日（土）、26日（月）、29日（木）～1月3日（火）
■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

『おおきいツリー ちいさいツリー』

※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。

10：00開演2
［金］

国指定重要無形民俗文化財
“三河万歳”の解説と演奏
●無料
●ASC葵25 090-1758-5454

13：30開演3
［土］

ピアノ発表会
●無料
●吉岡 090-1789-8774

19：00開演4
［日］

シュテファン・メラー　佐伯香織
ジョイントコンサート
●一般4,000円　学生2,000円
●佐伯 0564-25-3159

10:00開演7
［水］

第20回お母さんコーラス交歓会
●無料
●三浦 0564-32-6568

19:00開演9
［金］

双子姉妹によるフルートデュオ
彩愛～Sara～＆高田知子による クリスマスコンサート
●一般2,000円　学生1,500円（当日共に500円増）
●彩愛～Sara～ 080-3628-1701

15：00開演17
［土］

親子で楽しむコンサートシリーズ
音楽の絵本 クリスマスコンサート
●完売
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111　

時間未定24
［土］

Violin concert
●無料
●石川 0564-54-2443

12：30開演28
［水］

どれみの会 ピアノ発表会
●無料
●藤田 0564-51-1928

19：00開演23
［金・祝］

Okazaki Exciting Stage Series
小曽根真 クリスマスジャズナイト　
●全席指定 一般5,000円　学生（25歳以下）3,000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

年末年始　12月29日（木）～1月3日（火）休館
夜間臨時休館　12月18（日）18：00～閉館

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

12月25日（日）まで
毎日点灯中（17：00～21：30）

★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

※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。

12月25日（日）17：00～18：00開催

★シビックサンタを探せ！★シビックサンタを探せ！❖ 花植えを開催します！

場所：シビックセンター交流広場
場所：シビックセンター交流広場
料金：入場無料

2016年12月4日（日）9:30～
どなたでも参加できますどなたでも参加できます

■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12月1日（木）～12月28日（水） ※ご注文時にご提示ください。
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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

イルミネーションの点灯ボタンをご来場の方に
押していただく「点灯式」でイベントが始まります。音楽の演奏や、サンタさんが登場
するかも!?記念撮影をされた方にはプレゼントもあります（先着150名様）。

集合時間：9:30
集合場所：シビックセンター交流広場
事前申込不要

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！
皆さまのご参加をお待ちしています！

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！
皆さまのご参加をお待ちしています！


