
　来年度のコロネット主催事業公演が決定いたしました。室内楽の世界的奏者をはじめ、コロ
ネットに合った多彩なアーティストたちが次々と登場いたします。ますます目が離せないコロ
ネット主催事業公演の珠玉のラインナップは以下のとおりです。
　まずトップバッターは、春の爽やかな季節にお贈りするコロネット・オープンハウス。参加型
企画も交えて気軽に音楽を楽しんでいただける全館入場無料の音楽と食のイベントです。6月
にはコロネットのレジデントとして意欲的な活動を開始したアンサンブル天下統一。コアメン
バーによるベートーヴェンのトリオ（三重奏）をはじめ、若手も交えたブラームスの五重奏をお
届けします。7月は、世界最高のソロ・クラリネット奏者ポール・メイエによるクラシックから
ジャズまでの特別企画。ミュンヘン国際音楽コンクール入賞のウェールズ弦楽四重奏団、色彩
豊かな音色で共演アーティストから絶大な信頼を得ているピアニスト山田武彦、ジャンルを超
えた活躍で注目のコントラバス奏者の黒木岩寿など豪華メンバーでお贈りするエンターテイメ
ント企画です。夏休みは、親子で楽しむコロネット初の読み聞かせ企画「お話の森」。ＮＨＫ
教育番組のオフロスキー役で大人気の小林顕作が、歌も交えながら楽しい絵本を沢山読み聞
かせてくれます。秋シーズンは、９月にフルート界の世界的トップスターエマニュエル・パユが
親友のギタリストと共に、パユが育った世界各地の幅広い音楽をお届けします。９月下旬には
待望の津軽三味線、上妻宏光が登場します。１０月は、エリザベート王妃国際音楽コンクール
入賞の成田達輝とジュネーヴ国際コンクール優勝の萩原麻未による活躍目覚ましい若手のス
ペシャル・デュオ。そして、デビューアルバム「地中海の情熱」の大ヒットで世界中に旋風を巻
き起こした話題のギタリスト ミロシュの公演を開催いたします。１１月には前回コロネットでの
演奏で衝撃をもたらした世界が熱狂する新世代カルテット、エベーヌ弦楽四重奏団の待望の
再来日。今回もクラシックとジャズの熱い演奏をお届けします。１２月は恒例の「音楽の絵本」。
ズーラシアンブラスとサキソフォックス、ピアノのベスを加えた「音楽の絵本」ブリランテをお
贈りします。そして最後を飾るのは、デビュー３０周年を迎えるピアノの小山実稚恵。人気・実
力ともに日本を代表するピアニストの待望のリサイタルを実現いたします。
　コロネットでは、年間通じてリーズナブルにお聴きいただける７公演セット券をご用意いたし
ました。また、エデュケーション・プログラムとして、エマニュエル・パユのフルート公開レッスン
をはじめ、コロネット・キャラバン隊としてアンサンブル天下統一、上妻宏光、成田達輝＆萩
原麻未が、市内の小中学校等への訪問演奏を実施いたします。2015－2016年度もますます
充実したラインナップで皆さまをお待ちいたしております。どうぞお楽しみに。

    大変お得な7公演セット券 １月より受付開始！

    ２０１５－２０１６年も豪華アーティストがコロネットに登場！

ポール・メイエポール・メイエ
狡Vandoren Edith Held狡Vandoren Edith Held

エマニュエル・パユエマニュエル・パユ
狡Hiro Isaka狡Hiro Isaka

エベーヌ弦楽四重奏団エベーヌ弦楽四重奏団
狡Julien Mignot狡Julien Mignot

狡Masashige Ogata狡Masashige Ogata
成田達輝 ＆ 萩原麻未成田達輝 ＆ 萩原麻未

狡Akira Muto狡Akira Muto
ミロシュミロシュ

狡Lars Borges/Mercury Classics狡Lars Borges/Mercury Classics
小山実稚恵小山実稚恵
狡Wataru Nishida狡Wataru Nishida

　来年度のシビックセンター主催事業の
うち中面の一覧表にて　印のついている
7公演については「割安な料金」で「同じ
席で1年間楽しめる」セット券を、50席限
定で先行販売いたします。
●申込方法：往復はがきに①郵便番号・住所②氏名（ふりがな）③電話番号④券種（一般または学生）
　　　　　　⑤希望セット数⑥会員番号（会員のみ）⑦受取方法（シビックセンター窓口もしくは郵送）
　　　　　　⑧郵送の場合は入金方法（銀行振込か現金書留）をご記入の上、岡崎市シビックセンター
　　　　　　「7公演セット券係」までご郵送下さい。
●申込期間：2015年1月10日（土）～2月10日（火）必着 ※お一人様1通限り。お申込み多数の場合は抽選。

７公演セット券のご案内
一 般 学 生

（税込）

￥24,000 ￥19,000セット券　一般・シビコロ会員

￥21,000 ￥17,000セット券　シビコロ・クラシック会員

シビックセンターホームページが新しくなりました！
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10月20日開催

ジュゼッペ・サッバティーニ
声楽公開レッスン

10月26日開催 シビック ハロウィンパ

　11月16日（日）に開催したオペラ『愛の妙
薬』に出演したサントリーホール オペラ・アカデ
ミーのメンバーを指導している元世界的テノー
ル歌手であり、現在は指揮活動を行なっている
ジュゼッペ･サッバティーニが、声楽公開レッス
ンの指導者としてコロネットに来館されました。
公募で集まった岡崎出身の声楽家3名は、イ
タリアの名歌手であったサッバティーニに合わ
せ、ヴェルディ、レオンカヴァッロ、プッチーニの
オペア･アリアで受講。
　曲想よりも発声を主に指導したこともあり、
体が楽器の声楽にとって、客席の方々も一緒
にレッスンを受けることができ、また時折サッバ
ティーニが客席にも問いかけをし、受講者、聴
講者ともに満足のいくレッスンとなりました。

来年度も、キャンパスシート、ジュニアシートのサービスを実施します。
◆キャンパスシート
25歳以下の学生の方を対象に、当日券を特別価格1000円（税込）にて販売します。
※当日残券のある場合のみ。1人1枚。予約・座席指定不可、要学生証提示。
◆ジュニアシート
小･中学生を対象に、抽選で各公演2名様をご招待します。
※詳しくはホームページをご覧下さい。

１月より受付を開始いたします。詳しくは来月号のコロネットインフォメーション
をご覧下さい。

　「ハロウィンって、欧米のおまつりでしょ。
いえば？・・・ハロウィン！と子どもたちは声を
ウィンパーティにはたくさんのキャラクターや
のこの日だけは、「おかしな格好」や「ドギツイ
ら不思議です。仮装することでみんな気持ち
見た目で中身まで判断したり偏見をもった
に。みんな同じなんだよね。
　ダンスコンテストでは総勢32チームが参
で、怖くて、かっこよくて、おもしろくて、見ごた
年レベルアップした仮装が上位に並びまし
ティ）もたくさんの人に愛されるようになってき
　ほんとうにありがとうございました。来年もお

平成27年度 シビックセンター主催公演

5

日
17 オーケストラ演奏や指揮者体験コーナーなど

音楽のあふれる館内まるごと音楽イベント。広
場ではオープンカフェも同時開催！音楽と食を
楽しめる1日です。

○無料
コロネット・オープンハウス

6

日
14

2014年にコロネットで初陣を飾った日本を代表する若手精鋭達による弦楽トリオ。今
回はゲストが加わり五重奏の堂々たる布陣も楽しめる、コロネット・レジデント・アンサンブ
ルの演奏会。ベートーヴェン、ブラームスをお贈りします。

○一般 ¥3,500

コロネット室内楽シリーズ
アンサンブル天下統一

世界最高のソロ・クラリネット奏者ポール・メイエを中心に、若き注目のカルテット ウェー
ルズ弦楽四重奏団、ピアノ山田武彦、コントラバス黒木岩寿等のメンバーで,クラシック
からジャズにいたるまでをお贈りする豪華企画。

○一般 ¥5,000　学生(25歳以下) ¥3,000

Okazaki Super Classic Concert 
ポール・メイエ 特別企画 ～ W to B（モーツァルトからベニー・グッドマンまで） ～（仮称）

ベルリン・フィルの首席奏者を務め、フルート界のトップスターとして世界中で素晴らしい
演奏を奏でるエマニュエル・パユ。親友でギタリストのクリスティアン・リヴェと共にフルー
トとギターが織り成す世界旅行をお聴きいただきます。

○一般 ¥5,000　学生(25歳以下) ¥3,000

Okazaki Super Classic Concert
エマニュエル・パユ フルート・リサイタル《アラウンド・ザ・ワールド》

津軽三味線の伝統と革新を追求し、様々なジャンル
に卓越した創作活動を続け高い評価を得ている上
妻宏光がコロネットに初登場！

○チケット価格 未定

Okazaki Exciting Stage Series
上妻宏光 コンサート 2015（仮称）

エリザベート王妃国際音楽コンクール・ヴァイオリン部門第2位など、数々のコンクール
で入賞している成田達輝、そして日本人として初めてジュネーヴ国際コンクール・ピアノ
部門で優勝した萩原麻未によるスペシャル・デュオ！

○一般 ¥2,500

Okazaki New Artist Series
成田達輝＆萩原麻未デュオ・コンサート

デビューアルバム｢ミロシュ・デビュー～地中海の情
熱」の大ヒットで世界中に旋風を巻き起こしたミロ
シュ。今、クラシック界で最も話題のギタリスト。

○一般 ¥3,500

Okazaki Exciting Stage Series
ミロシュ ギター・リサイタル

古典作品のみならず現代曲からジャスまで、鋭敏な感覚で作品の本質に切り込む演奏
は絶賛！新世代を代表するフランスの若手実力派カルテット。コロネット待望の再演で
す。

○一般 ¥3,500

Okazaki Exciting Stage Series
エベーヌ弦楽四重奏団 ～世界が熱狂する新世代カルテット～

ズーラシアンブラス（金管五重奏）とサキソフォックス（サックス
四重奏）、そしてベス（ピアノ）が加わった輝かしいメンバーで登
場する「音楽の絵本」ブリランテ。これは見逃せない！

○おとな ¥2,500　こども ¥1,000

親子で楽しむコンサートシリーズ
「音楽の絵本」 ブリランテ with ピアノ

7

日
5

8

土
8

あのオフロスキー役で大人気の小林顕作が、コロネットに
初登場！顕作流に読む絵本はどんな内容になるのでしょう。
わくわくドキドキ、乞うご期待！

○おとな ¥2,000　こども ¥1,000

親子で楽しむ読み聞かせ

お話の森

チャイコフスキー、ショパンの２大コンクールに日本人で唯一入賞した、人気・実力ともに
日本を代表するピアニスト。2015年はデビュー30周年を迎え、岡崎での待望のリサイ
タルを実現します！

○一般 ¥4,000

プレミアムコンサートシリーズ
小山実稚恵ピアノ・リサイタル
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20152015

20162016

…7公演セット券対象公演
※7公演セット券の価格、申込方法は表紙をご覧下さい。

…ジュニアシート対象公演

キャンパスシート・
ジュニアシートのご案内

岡崎市外の方も入会可能！
2015年度のシビコロ・
クラシック会員を募集します！

・年会費5000円（有効期間2015年4月1日～2016年3月31日）
・主催公演のチケットを、一般発売より前に座席指定、10％割引で
優先的にご予約いただけます。
・その他、主催公演時のカフェでのドリンク２杯無料サービス、公演
ごとの特典など、様々なサービスをご用意いたします。

狡Mirco Magliocca

狡スーパーキッズ

狡Lars Borges/Mercury Classics狡Lars Borges/Mercury Classics



22015

14：00開演27［金］

パーティ

10月5日開催

コロネット リレーコンサート2014

　今年のリレーコンサート
はチューバとユーフォニア
ムの四重奏、木管アンサン
ブル、ピアノ独奏、弦楽四
重奏、ピアノとトロンボーン
のアンサンブルなど、多彩
な楽器が登場。
　出演者による楽器紹介や曲目紹介など工夫を凝らしたプログラムは、どの
公演もリラックスした気分で音楽を楽しんでいただけたのではないでしょうか。

　リレーコンサートは入退場が自由
に出来ることも魅力のひとつです。
公演の合間に近隣の飲食店にご協
力をいただいた割引特典を利用し
て、お食事やお茶を楽しまれたお客
様もいらっしゃいました。

」なんていっていたのはもう昔。日本の秋と
をそろえます。今年もシビックセンターのハロ
やらおばけやらが大集合！ハロウィンパーティ
イメイク」もいたって「普通」になってしまうか
ちはひとつになって「仲間」になれるんです。
りすることの愚かしさを教えてくれるみたい

参加してくれました。みんな、ほんとうにきれい
たえありました。そして、仮装コンテストでは今
した。年々、シビハロ(シビックハロウィンパー
きました。
お楽しみに！

ダンス、ゴスペルなどのステージパフォー
マンスのほか、サンタさんの登場、食べ物
や飲み物の出店などもあり、素敵な夜をお過ごしいただけます。先
着200名様（中学生以下）にはサンタさんからプレゼントがありま
す。また、サンタさんとの記念撮影もできます。ぜひお越し下さい。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

12月6日(土)16:50～（予定）
イルミネーションコンサート

◆クリスマス カフェ 15:30～

イタリアを代表し、またオペラ界をも
代表する作曲家、プッチーニの名
作『ラ・ボエーム』と、岡崎高等学
校コーラス部による合唱コンサート
を岡崎市民芸術文化祭で上演い
たします。

全席自由 一般／ , 円
学生（25歳以下）／ , 円

発売中12 15：00開演14［日］

第36回 岡崎市民芸術文化祭 クリスマスコンサート2014

歌劇『ラ・ボエーム』と
合唱の魅力

家族愛をテーマとする『こどもと魔法』、男
女愛をテーマとする『カルメン』の２つのフラ
ンスオペラのハイライトを、解説を交えなが
ら上演いたします。オペラを初めて観る方に
も、詳しい方にも楽しんでいただけます。

全席自由／ , 円 発売中

コロネット音楽大学シリーズ2014
愛知県立芸術大学 ボンジュール！オペラ
～こどもと魔法･カルメン～（ハイライト上演）

32015

15：00開演27［金］

クラシックの第一線で活躍する奏者や、
新進気鋭のジャズミュージシャンなど個
性的なメンバーが演奏する楽曲は、鬼頭
哲作曲によるオリジナル。「吹奏楽」とも
「ジャズ」とも違う、唯一無二のブラス
ポップミュージックをコロネットでお楽しみ
ください。

全席指定／ , 円 発売中

ぶらりコロネットシリーズ

KITO, Akira Brass Band！コンサート

32015

15：00開演7［土］

日本を代表するソプラノ歌手として国内外で
活躍する森麻季。この公演では、数々の懐か
しい曲や心温まる曲など、日本の歌を中心に
オペラのアリアも含めて森麻季の魅力をたっ
ぷりお届けします。

全席指定／ , 円 残席わずか

プレミアムコンサートシリーズ

森麻季 日本の歌

田久保裕一
（指揮）
田久保裕一
（指揮）

藤井信行
（アルチンドロ）
藤井信行

（アルチンドロ）

天野久美
（ミミ）
天野久美
（ミミ）

平田了祐
（ショナール/コッリーネ）
平田了祐

（ショナール/コッリーネ）

平尾憲嗣
（ロドルフォ）
平尾憲嗣
（ロドルフォ）

宇多村仁美
（ムゼッタ）
宇多村仁美
（ムゼッタ）

塚本伸彦
（マルチェッロ）
塚本伸彦

（マルチェッロ）

クリスマスらしい
ステージパフォーマンス
クリスマスらしい
ステージパフォーマンス

サンタさんもきますよ!!サンタさんもきますよ!!

・クリスマスキッズダンス
・長屋梨沙（ケルティックハープ）
・南中学校吹奏楽部

・フラメンコスタジオ アマネセール
・スマブル（ゴスペル）

※記念撮影をされる方は、
　カメラをご持参ください。

◆ステージパフォーマンス出演者

17時のイルミネーション点灯式からイベン
トが始まります。クリスマスは今年のイル

ミネーション点灯の最終日です。サンタ
さんと一緒に、お友達、ご家族、恋人と
記念撮影をしてみませんか？記念撮影
をされた方には、サンタさんからのプレ
ゼントもあります。（先着150名様）皆
様のご来場をお待ちしております。

『サンタを探せ！』
12月25日（木）17:00～18:00

イルミネーション 12月25日まで
毎日点灯中（17:00～22:00）

点灯式では、
来場者様に点灯ボタンを
おしてもらいます。

点灯式では、
来場者様に点灯ボタンを
おしてもらいます。

サンタさんから
プレゼントありますよ！
サンタさんから
プレゼントありますよ！

交 流 広 場 よ り お 知 ら せ

広場では15:30から飲食店がスタートします！

狡Yuji Hori

Ⓒ久保 尚子



シビックセンター館内のご案内

☆開室時間：9時～21時（日曜、祝日は１７時迄）
☆12月の休室日：1、8、15、22、24、29、30、31日
☆お話と紙芝居の会
　毎週火曜日16時～・毎週日曜日15時～
　第2・第4土曜日14時30分～

　　　　　　　　　　　　☎0564-72-5118

■図書室〈1F〉
★図書室スタッフおすすめの１冊！

　今日も先輩の想い人黒
髪の乙女は、京都の街を西
へ東へご活躍。そのまわり
では愛らしく奇々怪々な人
物たちが珍道中を繰り広げ
る。先輩と黒髪の乙女を廻
る、とびきりキュートできて
れつな恋愛ファンタジー。

『夜は短し歩けよ乙女』
森見登美彦／著

コンサートホールコロネット　１2月のスケジュール ※11月10日現在の情報です。

■餡茶古珈舗 TIP TOP〈1F〉

6［土］ 14：00開演
～鈴研音楽会プレゼンツ～Palpitation ときめきの音楽会
○一般￥2,000　高校生以下￥1,500　○鈴研音楽会 090-2921-4806

スタッフのあしあと
　みなさま、シビックセンターの新しいホームページはもうご覧に
なりましたか。この新しいホームページ、基調のオレンジ色はコン
サートホールの木の色をイメージしました。また、音楽が溢れるイ
メージから、背景などいたるところに音符が描かれています。ロゴ
は、シビックセンターが建てられる以前、近くにあった南部公会堂
をかたどっています。新しいだけでなく、みなさまに親しんでいただ
くための工夫が詰まった新しい
ホームページ、ぜひじっくりとご覧に
なってください！　　　 　　 （T）

14［日］ 15：00開演

第36回 岡崎市民芸術文化祭　クリスマスコンサート2014
歌劇『ラ･ボエーム』と合唱の魅力
○一般￥2,500円　学生(25歳以下)￥1,000
○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

21［日］ 13：00開演
オルゴールの会　リトルコンサート2014
○無料　○オルゴールの会（松島）090-3564-5332

20［土］ 10：00開演
ジャズオープンハウス
○無料　○ジャズの街発信連絡協議会 090-9916-5174

24［水］ 13：00開演
東海弦楽指導者グループViolin Concert
○無料　○東海弦楽指導者グループ（石川）0564-54-2443

28［日］ 13：30開演
第16回ピアノ･エレクトーン発表会
○無料　○市川 090-3967-9986

日時：2014年12月25日（木）
　　　１２：３０～１３：００　入場無料
場所：岡崎市シビックセンター１階ロビー
出演：RAKUDAチャイムクワイア＆どりーむちゃいむ
曲目：もろびとこぞりて、ホワイトクリスマス､
　　　星に願いを　ほか

トーンチャイムで楽しむクリスマストーンチャイムで楽しむクリスマス

　　　　　　　　　　　　☎0564-72-5888

鉄板イタリアンスパ
熱々の鉄板に卵とスパゲッティをのせる昔ながらのスタイル
☆休業日：不定期

シビック　ロビーコンサート　Vol.Ⅲ

クリスマスにピッタリな
トーンチャイムのやさしい音色で
クリスマスソングを中心にお届けします。

年末年始　12月29日～1月3日休館

各種お問い合せ

アクセス

チケットの主な取扱先

その他

岡崎市シビックセンター

〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15

総合案内（チケット販売・施設貸出業務）
　　　　 ９：００－２０：００

岡崎市シビックセンター
K 0564-72-5111㈹

チケットぴあ
K 0570-02-9999
ローソンチケット
K 0570-084-004
ツルタ楽器岡崎店（岡崎市羽根町字若宮24-3）
K 0564-53-8950
富士プレイガイド（岡崎市吹矢町67）
K 0564-23-3838
芸文プレイガイド（愛知芸術文化センターB2F）
K 052-972-0430

K 0564-72-5111㈹
N 0564-72-5110　

http://www.civic.okazaki.aichi.jp/
指定管理者　SPS・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体
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公共交通機関
　•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」
　　方面などに乗車「北羽根」バス停下車徒歩1分
自動車　•東名高速岡崎ICから20分
駐車場　•立体駐車場223台　•北駐車場181台

※記載されている公演のチケット販売時期・入場料金など
の詳細については、各主催者へお問い合せください。
※公演内容・曲目について一部変更される場合がござい
ますので、ご了承ください。詳細は主催者にお問い合せ
ください。

ホームページCHECK

※電話予約受付は発売日の翌日から


