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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。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

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
 ダブルクインテット

大好評のズーラシアンブラスが、今年もコロネットにやってくる！ 

出演：ズーラシアンブラス、ズーラシアンウッドウインズ、弦うさぎ ベス
曲目：ジングルベル、赤鼻のトナカイ　ほか
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 おとな（高校生以上）2,500円  こども（3歳以上）1,000円
※大人ひとりにつき3歳未満ひとり膝上無料。
　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。

8月26日（土）一般発売

2017年12月17日（日）15:00開演（14:30開場）
今回は、木管五重奏のメンバーと一緒にクリ
スマスソングからクラシック音楽までをお届け
します。楽しいひとときを動物たちとご一緒に！

シビック
ハロウィンパーティ2017

場所：シビックセンター館内＆交流広場
2017年10月21日（土）

シビックハロウィンパーティを、10月21日（土）に開催します！
仮装、ダンス、カフェなどなど。今年も楽しい企画をたくさんお届けします！
そこで、一緒にハロウィンパーティを盛り上げてただける、コンテスト出場者と
マーケット出店者を募集いたします。

詳細や応募方法は、シビックセンターHP、または館内設置の応募用紙をご覧
いただき、必要事項を記入の上、シビックセンター1階総合案内、またはFAXに
てご応募ください。
応募期間：8月10日（木）～8月31日（木）必着
※応募多数の場合は抽選

開 催 日 決 定 ！

セプテンバージャズナイト 場所：シビックセンター交流広場
2017年9月8日（金）18:30開演

今 年 も 開 催 ！

Okazaki Super Classic Concert

エマニュエル・パユ＆
　　　エリック・ル・サージュ
デュオリサイタル

出演：エマニュエル・パユ（フルート）、エリック・ル・サージュ（ピアノ）
曲目：モーツァルト/ソナタ第17番 ハ長調K.296
　　　シューベルト/「しぼめる花」の主題による序奏と変奏曲 Op.160 D802　ほか
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（25歳以下）3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2017年11月26日（日）15:00開演（14:30開場）

※入場無料（未就学児の入場はご遠慮ください）。詳細は、シビックセンターホームページ、公演チラシをご確認ください。
エマニュエル・パユ フルート公開レッスン開催2017年11月27日（月）17:00～20:00

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）※時間・会場・チケット情報各回共通
※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。

第３回

9月16日（土）
出演：進藤 実優
　　 （しんどう みゆ）

7月29日（土）一般発売 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。 7月29日（土）一般発売

秋の夜を彩る大人のジャズライブ

ⒸDenis FelixⒸDenis Felix ⒸKing RecordsⒸKing Records

応募方法：郵便はがきに ①対象公演名（「ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ」）
　　　　　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「9月19日公演ジュニアシート」係までご郵送ください。
締　　切：9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。

小・中学生を対象に、抽選で2名様を
「ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ」公演にご招待します。

ジュニアシート
のご案内

エ

出演：日下紗矢子（ヴァイオリン）、ベルリン・コンツェルトハウス室内オーケストラ
曲目：ヴィヴァルディ/ヴァイオリン協奏曲集 Op.8-1～4「四季」　ほか
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般6,000円　学生（25歳以下）3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

2017年9月19日（火）19:00開演（18:30開場）

好評発売中

第４回

11月11日（土）
出演：中川 真耶加
　　 （なかがわ まやか）

曲目：リスト/ハンガリー狂詩曲
　　　第2番 嬰ハ短調
　　　S.244-2　ほか

曲目：シューマン/幻想小曲集
　　　Op.12 ほか

シビコロ会員 8月の先行予約受付締切 8月21日（月）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。

ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズズーラシアンブラスズーラシアンブラス

ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズズーラシアンウッドウインズズーラシアンウッドウインズ

Okazaki Super Classic Concert

ベルリン・
　コンツェルトハウス
室内オーケストラ

※写真は去年の様子です※写真は去年の様子です

※写真は去年の様子です※写真は去年の様子です

入場無料

☆ダンスコンテスト出場者

☆仮装ファッションコンテスト
　出場者

☆手づくりマーケット出店者



※7月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 8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！

　暑くなると食べたくなる
のがアイスバー！
　アイスクリームメーカー
なんてなくても、自宅で簡
単に作れちゃう。
　材料2つから作れるレシ
ピも載っているよ。
　たくさん作ってストック
しておこう！

作／萩田尚子

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■8月の休室日：7日（月）、12日（土）、14日（月）、21日（月）、28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

『ホームメイドアイスバー』

14：00開演5
［土］

イタリア オペラ アリアコンサート
●2,500円
●イタリア オペラ アリア コンサート実行委員会（畔柳） 0564-52-2897

13：30開演8
［火］

Little concert
●無料
●Little concert 090-2681-1368

13：00開演11
［金］

第17回フェリカ ピアノコンサート
●無料
●長谷川 0564-55-9704

13：00開演12
［土］

宇佐美亜季ピアノおさらい会
●無料
●宇佐美 0564-55-1430

13：00開演13
［日］

第32回 らくだの会 ピアノ発表会
●無料
●らくだの会 0564-51-8658

13：00開演19
［土］

早期教育プロジェクトin岡崎 チェロ公開レッスン
●無料
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

18：00開演24
［木］

第15回南の風オンステージ
●無料
●岡崎法人会南部支部 0564-53-2141

10：30開演31
［木］

2017 カワイ ミュージック フェスティバル
●無料
●カワイ音楽教室（酒井） 0564-71-7147

①10：00開演
②13：00開演29

［火］

第17回わくわくコンサート
●無料
●おざき音楽教室 0564-23-9481 

10：00開始24
［木］

岡崎市排水設備工事店講習会
●関係者のみ
●岡崎市上下水道局 0564-23-6306

13：00開演20
［日］

はこべの会発表会
●無料
●はこべの会（小川） 0564-47-2631

13：00開演23
［水］

こどもワークショップvol.6
～げんがっきのひ･み･つ～
●無料（事前申込：締め切りました）
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

14：00開演27
［日］

岡崎音楽家協会設立30周年記念コンサートシリーズ
“Let’sコンチェルト”
●1,000円（当日1,500円）
●岡崎音楽家協会（髙井） 0564-51-0194

未　　定9
［水］

きらめき音楽祭
●無料
●きらめき音楽祭西三河支部 080-1606-9195

午前の部
11：00開演
午後の部
14：30開演

6
［日］

時にはあなたとクラシックvol.1
～ようこそ 音の展覧会へ～
●大人 1,000円　3歳以上小学生以下 500円
●コンサートグループ花音～かのん～ 0564-58-9567

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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シビコロ会員募集中 年会費無料！年会費無料！
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。

特  

典

■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8月1日（火）～8月31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

※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。

9月24日（日）
14:00開演

ブルグミュラーさん ごきげんよう！～ブルグミュラーさん、華麗にステキに大変身～
●一般800円　小学生以下500円　親子（ふたり）1,000円　※未就学児入場可
●ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

9月25日（月）
19:00開演

アリアーレ　トロンボーンコンサート
●500円　※未就学児入場不可
●鈴木 090-1239-3085

9月27日（水）
18:30開演

岡崎市医師会音楽同好会「秋の音楽祭」～秋を彩るプロとアマチュア音楽家によるガラコンサート～
●無料　※未就学児入場可（親子室のご利用をお願いします）
●岡崎市医師会 総務課 0564-52-1571

9月30日（土）
14:00開演

ロシアの散歩道 ～弦楽四重奏で奏でる光と夜想の景色～　
●1,000円　※未就学児入場可（無料）
●Caminar Quartett 大田原 090-8615-2977

コロネット市民音楽フェスティバル2017コロネット市民音楽フェスティバル2017チケット発売中

もっとチェロをうまく奏でたい「音楽が大好き」な君たちへ

2017年8月19日（土）2017年8月19日（土）

■場所：コンサートホール コロネット　■入場無料　※詳細は、シビックセンターホームページ、公演チラシをご確認ください。

13：00～ 現役藝大生によるランチタイムコンサート
出演：北垣彩（チェロ：東京藝術大学大学院修士課程1年在籍中）
プログラム：ベートーヴェン/《モーツァルト「魔笛」の主題による7つの変奏曲》WoO46 他
※未就学児の入場はご遠慮ください

※来場者が多い場合は入場を制限させて頂くことがございます。

13：50～ 公開レッスン
講師：中木健二
（チェリスト・東京藝術大学音楽学部准教授）
※未就学児入場可

中木健二中木健二
ⒸKING RECORDSⒸKING RECORDS

も とチ ロをうまく奏でたい「音楽が大好き」な君た

早期教育プロジェクト in 岡崎早期教育プロジェクト in 岡崎


