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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

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

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

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

※公演内容は、一部変更になる場合がございます。

日本、そして世界で活躍する二人のデュオ好評発売中

ジュニアシート募集！詳しくはホームページへ好評発売中

2台ピアノ演奏と視覚的に楽しめる演出

曲目：ベートーヴェン：チェロ･ソナタ第3番 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

狡Wataru Nishida狡Wataru Nishida狡鍋島徳恭狡鍋島徳恭

シビコロ会員 3月の先行予約受付締切 3月18日（土）必着 ※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。

Okazaki Exciting Stage Series
SALT plays Classic vol.1　パリジャン（前世）の証明

塩谷哲 ピアノコンサート

SALTの愛称でもおなじみの常に進化し続けるピアニスト

曲目：フォーレ：｢ノクチュルヌ｣第1番～第3番
　　　ラヴェル：「高貴で感傷的なワルツ」より
　　　ドビュッシー：月の光　
　　　塩谷哲：｢無痛｣メインテーマ（フジテレビ ドラマ）　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般3,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

3月25日（土）一般発売

2017年7月1日（土）15:00開演（14:30開場）

出演：篠崎史紀（ヴァイオリン）、佐藤卓史（ピアノ）
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般2,500円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

時間：各回11:30～12:30　　会場：コンサートホール コロネット
チケット：各回1,000円（全席指定）※①のみ未就学児入場可　
発売日：①3月25日（土）　②6月24日（土）　③11月25日（土）
　　　　※シビックセンター1階総合案内で取り扱い。電話予約は翌日から。
　　　　　会員先行予約受付はございません。

開催日程
＆出演者

①6月21日（水） フライングドクター（Popclassicquartet）
②10月18日（水） 川口兄弟（ピアノ）
③2018年2月21日（水） 石橋直子 他（ピアノ四重奏）

2017年4月23日（日）15:00開演（14:30開場）

はじめてのクラシックシリーズ

篠崎史紀 ヴァイオリン リサイタル

好評発売中

出演：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：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）

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～

狡K.Miura狡K.Miura

狡Takaaki Hirata狡Takaaki Hirata

コロネット ランチタイムコンサート
平日昼間に1時間で気軽に楽しめるトーク付コンサート。

場所：コンサートホール コロネット
料金：500円（当日3階入口でお支払いください）
※プログラム提示で何度でも入退場自由。※未就学児入場無料。※満席の場合は入場制限をする場合あり。

0歳からのピアノ名曲コンサート11：00～
11：45

2017年3月5日（日）
11：00～15：45（10:30開場）

コロネット リレーコンサート

1
出演：山崎綾子（ピアノ）
曲目：モーツァルト：きらきら星変奏曲、ショパン：雨だれの前奏曲
　　　リスト：森のささやき　他

0歳からの「観て聴いて♪コロリトゥーラ･ファミリーコンサート」12：00～
12：452

出演：Coloritura〔伊藤美佳里（クラリネット）、足立真里那（サックス）、
高橋沙紀（トランペット）、大西理紗（トロンボーン）、吉川友紀（ピアノ）〕

曲目：サン=サーンス：組曲『動物の謝肉祭』より　他

ドイツ音楽を聴く午後13：00～
13：453

出演：Duo Lieblich 〔加藤志麻（チェロ）、酒井黎子（ピアノ）〕
曲目：ベートーヴェン：ピアノソナタ第8番｢悲愴｣より第1楽章
　　　バッハ：無伴奏チェロ組曲第1番より　他

さすらいの作曲家達 ～ピアノの名曲にのせて～14：00～
14：454

出演：橋口幸恵（ピアノ）
曲目：ショパン：ノクターンロ長調Op.62-1
　　　シューベルト：さすらい人幻想曲より第3楽章、第4楽章　他

時には家族でクラシックmini ～眠れる森の美女～15：00～
15：455

出演：花音～かのん～ ピアノデュオ〔家田智恵、太田祐子（ピアノ）〕
　　　大橋房代（朗読）
曲目：チャイコフスキー：音楽物語「眠れる森の美女」　他

コロリトゥーラ

デュオ リーブリッヒ

ジャンルを超え、佐藤竹善（ヴォーカル）との“SALT＆SUGAR”や、上妻宏光（津軽三
味線）との“AGA-SHIO”などのユニットでも活躍するピアニスト。フランスの作曲家の
クラシック音楽も大好きで影響を受けたという塩谷哲が「前世はパリジャンだったこと
を証明したい！」と、フォーレやラヴェル、また自身のオリジナル作品を演奏します。

時間：各回11:30～12:30　　会場：リハーサル室第2
チケット：各回500円（自由席）※未就学児入場不可　定員：各回40名
発売日：①②3月25日（土）　③④7月29日（土）　⑤⑥11月25日(土)
　　　　※シビックセンター1階総合案内のみで取り扱い。電話予約不可。
　　　　　会員先行予約受付はございません。

開催日程
＆出演者

①5月20日（土）沢田蒼梧 ② 7月15日（土）内匠慧　　
③9月16日（土）進藤実優 ④11月11日（土）中川真耶加
⑤2018年1月27日（土）梅田智也 ⑥2018年3月17日（土）尾関翔太郎

県内の中学生以上の将来有望なピアニストを紹介するシリーズ。
次世代育成プロジェクト 未来のピアニストシリーズ



※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 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！

ホワイトデーの贈り物を
手作りしてみませんか？
なんと電子レンジでケー
キも作れちゃいます！他
にもかわいいお菓子が盛
りだくさんです。お菓子
作りが苦手な人もそうで
ない人も作ってみてはい
かがでしょうか。

村上 祥子 / 著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■3月の休室日：6日（月）、13日（月）、20日（月・祝）、21日（火）、27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～　第2・第4土曜日14:30～
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

『オーブンもはかりもいらない
  毎日うれしい電子レンジのおやつ』

※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。

13：00開演4
［土］

辻村音楽教室発表会
●無料
●辻村 0564-57-8306

10：30開始14
［火］

避難経路体験ツアー
●要事前申込
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111　

11：00開演5
［日］

コロネットリレーコンサート
●500円（当日販売のみ）
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111　

13：30開始27
［月］

第27回ピアノ･ドリマトーン発表会
●無料
●伊豫田 090-3957-5419

14：00開始29
［水］

ロン･ティボー国際コンクールの覇者 田村響 Spring Concert
●3,000円
●岡崎友の会 0564-25-8629、 安田 0564-52-0808

14：00開始31
［金］

岡崎市立美川中学校吹奏楽部スプリングコンサート
●無料
●岡崎市立美川中学校 0564-21-1898

15：00開演25
［土］

La Luce 1st Recital 
●一般3,000円　学生1,000円
●La Luce（ラ･ルーチェ） 080-4462-3798

10：00開演20
［月･祝］

ピティナ･ピアノステップ岡崎春季
●無料
●ピティナおかざきステーション 0566-74-0566

18：00開演22
［水］

愛知県立岩津高等学校オーケストラ部 第45回定期演奏会
●無料
●愛知県立岩津高等学校 0564-45-2005

15：00開演18
［土］

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
●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　

18：30開演23
［木］

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～
●全席自由 1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111　

2017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

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。2017年4月1日から2018年3月31日までの1年間有効です。
年会費：5,000円　定員：50名　申込用紙にご記入の上1階総合案内へ、またはFAXにて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。
　※1公演1会員4枚まで、座席指定不可。
■「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。

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

シビックロビーコンサートvol.10
フルート サックス ピアノで奏でる春の花咲く名曲コンサート

シビックロビーコンサートvol.10
フルート サックス ピアノで奏でる春の花咲く名曲コンサート
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日　　時：2017年5月14日（日）10：00～16：00
場　　所：シビックセンター交流広場
出 店 料：4,000円　※別途電気利用料が必要です。
応募方法：応募要項をご確認の上お申し込みください。応募要項・申込
　　　　　用紙は3月1日（水）からシビックセンター1階総合案内にて配布。
　　　　　ホームページからもダウンロードできます。
締め切り：2017年3月25日（土）

今年のカフェのテーマは「肉＆フルーツ」です。
自慢のメニューでフェスタを盛り上げてください！
●肉料理メニュー　●旬のフルーツメニュー　は大歓迎！

出演：星野奈菜美（フルート）
　　　淺井愛美（サックス）
　　　北平純子（ピアノ）
曲目：メンデルスゾーン：春の歌
　　　チャイコフスキー：花のワルツ
　　　ジョー・ガーランド：イン・ザ・ムード 他
場所：シビックセンター1階ロビー
料金：入場無料

2017年3月3日（金）12:30～13:00

■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：2017年3月1日（水）～3月31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

確定申告期間（～3月15日）は駐車場混雑が予想されます。
なるべく公共交通機関をご利用ください。

シビック♪フェスタ
「スプリング・オープンカフェ」

飲食出店者募集！

シビック♪フェスタ
「スプリング・オープンカフェ」

飲食出店者募集！

迎！

です。


