
2015年3月7日（土） 15：00開演　全席指定   ￥4,0０0
※10月25日（土）一般発売

プレミアムコンサートシリーズ　森 麻季　日本の歌

2015年3月27日（金） 15：00開演　全席指定   ￥1,5０0
※10月25日（土）一般発売

ぶらりコロネットシリーズ　KITO, Akira Brass Band ！ コンサート

　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。プラシド・ドミンゴやロベルト・ア
ラーニャなど、オペラ界のトップスターとの共演をはじめ、世界的に名立たるイギリスのエディンバラ
音楽祭の出演など、国際的な評価が高くなっています。
　岡崎市シビックセンターには7年ぶりの登場。本公演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。
　伴奏の山岸茂人は東京藝術大学の主に音楽学を中心に学ぶ楽理科を卒業。楽曲の奥深いとこ
ろまで汲み取った演奏は深い味わいを表現してくれることでしょう。
　同じく3月には、「KITO, Akira Brass Band！」が登場します。2001年、バリトンサックス奏者の
鬼頭哲をリーダーに結成された、名古屋市を拠点に活動をしている人気のブラスバンドです。
　メンバーは、ジャズミュージシャン、クラシックの第一線で活躍する奏者や気鋭の若手ら総勢約
30名。コンサートでは、このバンドのために作られた鬼頭哲によるオリジナルの楽曲を披露します。
　多様な個性と叙情あふれるうたごころ、迫力の音圧とたしかな腕前が自慢で、歌うように吹き、踊
るように叩く「KITO, Akira Brass Band！」のダイナミックかつ色鮮やかなブラスポップミュージッ
クを是非、コロネットで体感してみてください。耳にしたことのない世界、観たことのない風景をブラ
スの音色が生み出します！

待望の2公演が同時発売！

シビコロ会員専用情報　今月の先行予約受付

先行予約の方法
往復はがきに　①コンサート名　②座席希望エリア　③希望枚数（最大4枚まで）
④会員番号（封筒の宛名シールの右下に明記しています）⑤氏名　⑥受取方法（センター窓口か郵送）を明記、
返信用はがきにもあて先を記入の上、シビックセンター宛に郵送してください。
往復はがき1枚につき1公演の申し込みでお願いいたします。
予約締切　10月20日（月）必着　※一般発売日10月25日（土）までに結果を通知いたします。

狡Yuji Hori
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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）

平日の昼間に気軽にオペラを！

8月3日開催 8月4日開催

アンサンブル天下統一 コロネット・キャラバン隊
～羽根小学校　全校生徒で鑑賞～

　岡崎市シビックセンターで結成した
弦楽トリオ「アンサンブル天下統一」
の初公演、初陣！岡崎市出身、日本
人若手チェリストとして注目の中木健
二が招集したスーパー･トリオだけあり、
どの曲も熱く力強い演奏を披露しまし
た。今回はビゼーのカルメンを編曲し
た委嘱作品を世界初演。前奏曲は最初に奏でられず、終わりに演奏するとい
う、なんとも興味深い作品となり、会場からは割れんばかりの拍手。若手作曲
家松本望の編曲作品として大きく刻まれる演奏となりました。中木健二、長原
幸太（ヴァイオリン）、鈴木康浩（ヴィオラ）の3名によるトークも絶妙。うなづく
話もあれば、大爆笑する話まで、演奏だけではなく彼らの素顔を知る場となり、
来場された方々からは、次回も楽しみにしているというお声を沢山頂きました。
　この公演では『夏休みキッズお仕事体験』として、開場時のチケットもぎり
やプログラム配布、場内への案内のレセプショニストを、小学5、6年生の子ど
もたち5人が担当。始めは緊張した表情でしたが、お客様から「がんばってね」

「ありがとう」と声を掛けていただき、
慣れてくるとみんな笑顔で「こんにち
は」とお客様をお迎えできました。出
演者の方との記念撮影でも笑いに
包まれ、楽しいお仕事体験となりまし
た。

　「アンサンブル天下統一」の初公演を
飾った翌日、この弦楽トリオがコロネットの
キャラバン隊となりました。
　夏休みの真っ最中にも関わらず、市内羽根小学校ではこの初公演のスケ
ジュールに合わせ、登校日を設けてくださり、体育館で演奏会を開催。日本を
代表するプレイヤーの演奏に子ども達は興味津々。トークの時間では、どうし
て音楽を始めたのか、どのくらい練習したのかなど、たくさんの質問が飛び交
い、体育館は大賑わい。アンコールまで演奏し、「アンサンブル天下統一」の
メンバーは今後もこのような活動を続けていきたい、といって帰路につかれました。

8月20日開催

こどもワークショップ Vol.3
けんばんのひ・み・つ

　調律師が子ども達にピアノの魅力を
伝える“けんばんのひ・み・つ”。いつもふ
た（屋根）が付いているグランドピアノも
中身が丸見えの状態で、子ども達は隅
から隅まで観察。アップライトピアノとグ
ランドピアノの違いや、ホール内の響き

の違い、そして調律師の指導のもと、本物のピアノの調律まで体験。さらに、
近藤杏美さんによるベートーヴェンの月光を、自分の好きな席で聴くという贅
沢な演奏会も体験し、参加した子ども達はご満悦で、夏休みのひと時を楽しく
過ごせたようです。今回の講師は、名古屋ピアノ調律センターで代表を務める、
宮北哲也さんでした。

　フレッシュで瑞々しい感性を持った音楽大学の学生が企画制作したコンサート
をコロネットが支援、サポートする「コロネット音楽大学シリーズ」。今回は、愛知
県立芸術大学の大学院2年生が組織し活動する声楽グループ「金曜日の使者た
ち」がフランス・オペラ2作品をピアノ伴奏でハイライト上演します。
　“ボレロ”で有名なラヴェルのオペラ作品、『こどもと魔法』は、母親の言うこと
を聞かない自分勝手な子どもに、魔法が掛かった家具や食器、自然の生き物たち
が、今までの彼の行ないや物の大切さを教えていく、ファンタスティックな作品。そ
して、ビゼーの『カルメン』は、スペインを舞台とした男女が繰り広げる熱い恋愛悲
劇。どちらの作品も原語上演ですが、学生たち自身で作った解説を入れながら進
行します。
　オペラを初めて観る方も、オペラに詳しい方も、誰もが気軽にお楽しみいただけ
る企画です。金曜日の午後のひとときを、学生たちが演じるオペラで過ごされては
いかがでしょうか。

2015年2月27日（金）14：00開演
全席自由   ￥1,0０0　※10月25日（土）一般発売

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）

＊＊演目＊＊
ラヴェル：歌劇『こどもの魔法』より
ビゼー：歌劇『カルメン』より
※両方ともハイライト上演です。



一般／ , 円
学生（25歳以下）／ , 円

発売中

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。

11 15：00開演16［日］

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

毎年大好評の「音楽の絵本」公演です。
四姉妹の弦楽四重奏の弦うさぎと、キツネ
の四兄弟、サックス四重奏のサキソフォック
スを中心にピアノも加わってロマンチックな
コンサートをお贈りします。

おとな（高校生以上）／ , 円
こども（3歳以上）／ , 円

9/27発売12015 15：00開演24［土］

親子で楽しむコンサートシリーズ

「音楽の絵本」ロマネスク

※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。

（　　　　  ）
　ドニゼッティの代表作で、”愛の妙薬”が巻き起こす恋愛コメディー、オペラ『愛の妙
薬』。時に愉快に、時にほほえましく、時にホロリとする人間ドラマが軽妙なメロディーに
のって繰り広げられます。サントリーホールオペラ･アカデミーならではの充実したアンサ
ンブルをどうぞお楽しみください。
【出演】 アディーナ：佐藤優子（ソプラノ）
 ネモリーノ：中嶋克彦（テノール）
 ベルコーレ：加耒 徹（バリトン）
 ドゥルカマーラ：増原英也（バリトン）
 ジャンネッタ：清水多恵子（ソプラノ）
 ナビゲーター：朝岡 聡
 声楽アンサンブル：サントリーホール オペラ・アカデミー
 ピアノ：古藤田みゆき
 演出：田口道子

コロネット・オペラ
ドニゼッティ：オペラ『愛の妙薬』
 サントリーホール オペラ・アカデミー公演

　様々な編成でジャンルの違う演奏が
1日で聴けるお得なコンサートです。プログ
ラムの提示で何度でも入場可能です。

コロネット リレーコンサート2014

全２幕 原語上演
日本語ナビゲート付

全席自由／ 円 当日販売のみ10 10:45～16:455［日］

10月26日（日）

ハロウィン 仮装コンテスト

シビックハロウィンパーティシビックハロウィンパーティ

事前申し込みで参加できる仮装コンテスト。審査員は会場のみなさん
です。（参加料100円）。参加希望者は、①氏名、②参加部門（一般の部
〔高校生以上〕、こどもの部〔中学生以下〕）、③仮装のテーマ、④電話番
号を申込用紙にご記入いただくか、お電話、FA X、Eメール
（civic@m2.catvmics.ne.jp）にて必要事項をお伝えください。

ハロウィン ロビーコンサート
音楽大好き！楽しいのが大好き！ハロウィン大好き！
そんなミュージシャンが集う楽しいロビーコンサート。

ハロウィン ダンスコンテスト
参加者のみなさんが、楽しい仮装とメイクでダンスを披露
します。ハロウィンの雰囲気が一気に盛り上がります！

トリック or マジック ハウス
広場内の不思議なテントで、トランプマジックを終日開催。
近くでマジックを楽しめます。トリックを見破れるかな？

どきどき変身メイクコーナー
メイクコーナー★かわいいキャットやおばけの
メイクを体験できます。（参加料500円）

シビックセンター館内＆交流広場
（雨天時は一部変更して館内にて実施）11:00～16:30

「シビックハロウィンパーティ」は出演者も参加者も全員がハロウィンの仮装を
楽しむイベントです。仮装して来場すると、先着200名様にパンプキンスイーツを
プレゼント！また、飲食店で割引やおまけもあります。ぜひ、仮装してご参加下さい！

エンジョイ

ハロウィンディスプレイ

シビックハロウィンパ ティシシビッビビッックハクハハハロロウィウィィィンパンパパパ ティティィ

仮装し
て

おいで
よ

キッズハロウィン
作ったり、変身したり、食べたり、おみやげをもらったり、楽しいこと
いっぱいの大人気キッズコーナー。（参加料300円）

おばけかぼちゃを作ろう
本物のかぼちゃでジャックオランタン作りができます。
作ったランタンは持ち帰り可能。参加券は1000円、
10月11日（土）から発売します。先着20名。

仮装Photoコーナー
衣装を借りて写真を撮ることができます。みんなで変身して
楽しもう！！カメラはご持参ください。（参加料200円）

体験

ハロウィンマーケット

おいしい食べ物やドリンクのお店もあります!!

ハロウィンの飾り付けや楽しい仮装で
迎えてくれるお店が集まる不思議なマーケット。手作り作品限定です。

１０月上旬からスタート！
今年も１階ロビーにハロウィンワールド
が登場します！仮装して写真を撮ってね。
お菓子のプレゼントもあるよ。

ショッピング

※10/5、1/24の公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください。

１０：４５～１１：３０
コロネットdeカプリッチョ
出演：カプリッチョ（ユーフォニアム、チューバ）
曲目：八木澤教司/ラプソディー　ほか

１１：４５～１２：３０
ピアノと木管楽器の仲間たちによる華麗なる四重奏
出演：フルーツハーモニー
曲目：モーツァルト/交響曲第40番　ほか

１３：００～１３：４５
オータム・ピアノコンサート
出演：相澤実沙
曲目：ショパン/ノクターン第1番　ほか

１４：００～１４：４５
カルテットって何？
～リュイール・シャトン・クァルテットが贈る弦楽四重奏の歴史～
出演：リュイール・シャトン・クァルテット
曲目：ハイドン/弦楽四重奏曲第77番「皇帝」より　ほか

１５：００～１５：４５
幼い頃の記憶とともに　心あたたまるひとときを…
出演：古川諭（トロンボーン）、柴田貴子、秋山禎子（ピアノ）　曲目：日本の四季メドレー　ほか

１６：００～１６：４５
霜浦陽子ピアノ名曲リサイタル
出演：霜浦陽子　曲目：バッハ/平均律クラヴィーア曲集第1巻第1番プレリュード　ほか

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）

カプリッチョカプリッチョ

フルーツハーモニーフルーツハーモニー

相澤実沙相澤実沙

霜浦陽子霜浦陽子 リュイール・シャトン・クァルテットリュイール・シャトン・クァルテット

狡Kei Uesugi

狡スーパーキッズ



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）
☆10月の休室日：6、13、14、20、27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！

　身近な、赤・青・黒の３色
ボールペンで始められるイラ
スト入門本です。文字や罫線
も可愛らしくデザイン。日常や
仕事場で、ちょこっとイラスト
描いてみませんか？

『３色ボールペンで！かんたん、ちょこっとイラスト帖』
坂本奈緒／著

コンサートホールコロネット　10月のスケジュール ※9月10日現在の情報です。

■餡茶古珈舗 TIP TOP〈1F〉

☆開室時間 9時 21

4［土］ 13：00開始

5［日］ 10：45開演

俳人協会愛知県支部岡崎俳句大会
○無料　○松籟俳句会（島津）052-834-6991

コロネット リレーコンサート 2014
○￥500（当日販売のみ） ○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

11［土］ 11：00開演
パピーミュージックスクール発表会
○無料　○パピーミュージック株式会社 0564-34-1349

12［日］ 11：00開演
パピーミュージックスクール発表会
○無料　○パピーミュージック株式会社 0564-34-1349

19［日］ 13：00開演
Strings Concert 2014
○無料　○鈴木 090-3307-1220

18［土］ 14：30開演
～コーラスの花束～ともしび
○￥500（当日￥600） ○アクア事務局（堀野）080-3615-1349

27［月］ 19：00開演
ワンコインコンサート
○￥500　○ワンコインコンサート実行委員会（渡辺）0564-24-7099

31［金］ 18：30開演
第27回 岡崎音楽家協会定期演奏会 ～華麗なる響演～
○￥2,500（当日￥2,800） ○岡崎音楽家協会（柏木）0564-22-0452

25［土］ 13：00開演
ぽこ・あ・ぽこピアノ発表会
○無料　○橋口 0564-23-7329

スタッフのあしあと
　暑かった夏が嘘のように、爽やかな秋晴れの季節となりましたね。10月のシビックセン
ターでは、1日様々なジャンルの音楽が楽しめるリレーコンサートや、思い思いの仮装でイ
ベントを楽しめるハロウィンパーティなど、楽しいイベントが盛りだくさんです。季節は涼しく
なっても、シビックセンターの熱気は冷めません。この秋もどうかシビックセンターで素敵な
時間をお過ごしください。 （T）

20［月］ 17：00開始
ジュゼッペ・サッバティーニ声楽公開レッスン
○無料　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

　今年の夏も暑かったですね。
　今年からシビックセンターは岡崎市の「シェアスポット」として、
みなさんに涼んでもらえる場所になりました。
　冷房で涼しいだけでなく、ディスプレイを見て目でも涼しさを感じていただきたくて、
ロビーに水族館を登場させました。キラキラした魚たちは5種類全14匹。冷房の送
風にちょうどゆらゆらゆれて、ほんとうに水槽の中を泳いでいるようにいきいきとかわ
いく煌いていました。おかげさまで夏休みのちびっ子たちに大人気！
　これからもシビックは「シェア＆ホッとスポット」としてみなさんに足を運んでもらえる
施設としてあり続けたいと思います。

シ ビ ッ ク ア ク ア リ ウ ム

　　　　　　　　　　　　☎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

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


