
    今年も2校が参加！コロネット音楽大学シリーズ

　音楽大学の学生が自ら企画制作し、コロネットが支援、サポートをする「コロネット音楽大学シリーズ」。
今年度も名古屋音楽大学、愛知県立芸術大学の2校が公演をします。各大学の学生から、公演の紹介を
いただきました。

　コンサート制作を音楽大学と連携して行うコロネット音楽大学シリーズ。感性あふれる音楽ビジネスコー
スの学生が自ら企画制作し、才能豊かなジャズ・ポピュラーコースの学生を中心に出演するコンサートです。
「ディズニー オン ビッグバンド」は、ディズニー楽曲を中心にジャズのビッグバンド編成でお送りするコン
サートです。
　第１部は、「シング・シング・シング」「イン・ザ・ムード」など、皆様も一度は耳にしたことのあるジャズのスタン
ダードナンバーを演奏し、「聴いて」楽しめる内容です。
　第２部は、昨年大ヒットしたディズニー映画「アナと雪の女王」より「雪だるまつくろう」、幅広い世代から
知られている「アラジン」より「ホール・ニュー・ワールド」などを演奏し、ストーリーと共に「観て」楽しめる内容
です。
　演奏以外でも皆様にお楽しみいただけるよう、様々な企画を用意しています。是非皆様もジャズを聴いて、
見て、楽しいひと時を過ごしませんか？

コロネット音楽大学シリーズ2015　名古屋音楽大学
ディズニー オン ビッグバンド ～聴いて、見て、楽しむジャズとディズニーの世界～

　オペラって難しそう、堅苦しい…そんなことはありません！オペラがはじめての方も、そうでない方も、気軽
にしかも本格的に楽しめる、そんな舞台をご用意いたしました。愛知県立芸術大学大学院生有志による、
瑞 し々い演奏と演技で、皆様をオペラの世界にご招待いたします！
　今回の演目、W.A.モーツァルト作曲のオペラ『魔笛』は、ふしぎな世界に迷い込んだ王子・タミーノが、魔
法の笛の力を借り、たくさんの人と出会い、成長していくというファンタジックなお話です。
　日本語のお芝居を織り交ぜて、楽しく分かりやすく演奏します。見どころはなんと言っても、映像を取り入
れたオリジナルの演出です。絵本をめくるように、時に絵本の中に迷い込むように展開していく舞台と、モー
ツァルトの素晴らしい音楽を、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。
　愛と笑いと感動がいっぱいの『魔笛』の世界を、皆様もタミーノと一緒に冒険しましょう！

コロネット音楽大学シリーズ2015　愛知県立芸術大学
魔笛 ～気軽にたのしむはじめてのオペラ～

2016年2月12日（金） 18：00開演　全席自由 ￥1,000　10月31日（土）一般発売

コロネット音楽大学シリーズ2015 名古屋音楽大学
ディズニー オン ビッグバンド ～聴いて、見て、楽しむジャズとディズニーの世界～

2016年3月10日（木） 18：30開演　全席自由 ￥1,000　10月31日（土）一般発売

コロネット音楽大学シリーズ2015　愛知県立芸術大学
魔笛 ～気軽にたのしむはじめてのオペラ～

名古屋音楽大学

愛知県立芸術大学
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8月8日開催

夏休みキッズお仕事体験
子どもレセプショニスト

　今年も「夏休みキッズお仕事体験 子どもレセ
プショニスト」を開催しました。今回、体験しても
らったのは8月8日「親子で楽しむ読み聞かせ お
話の森」公演でのレセプション業務。
　普段業務をしているレセプショニストとともに、
チケットもぎりやプログラム配付を行いました。最
初はドキドキ緊張していた参加者たちも、お客様

の「ありがとう」の声を励みに最後まで笑
顔で頑張りました。体験の記念に、出演者
の小林顕作さんと記念撮影。顕作さんは
テレビで見る通りとっても楽しく気さくな方
で、夏休みの素敵な思い出となりました。

8月8日開催

親子で楽しむ読み聞かせ
お話の森

　シビックセンター主催として初めて開催した
読み聞かせの公演。
　コロネットの舞台に大きなスクリーンを設置
し、絵本の中身を投影。読んだのは、コンドルズ
の小林顕作さん。こども達には馴染み深いオフ
ロスキー役を演じていることもあって、絵本を読
む前から会場は大興奮。「パンツのはきかた」
「だじゃれどうぶつえん」などの人気の絵本に加
え、昔から読み継がれている「花さき山」を締め
くくりとして、こどもだけでなく、大人も楽しめる読
み聞かせ公演となりました。岡崎ならではの絵
本として、八丁味噌を題材にした「ねぎぼうずの
あさたろう」も読んでいただき、ほかとは違った
『お話の森』を味わえたのではないでしょうか。

10月25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。参加料は１００円です。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ください。
申込用紙の配付・受付は、10月10日（土）より、シビックセンター1階総合
案内で行います。

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
集う楽しいロビコン。

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！

どきどき変身ハロウィン
メイクコーナー（500円）：
　ゾンビやキャラクターに変身できる
　本格メイクを体験！
仮装コーナー（100円）：
　お姫様やヒーローの衣装がそろっています。

シビックセンター館内＆交流広場
（雨天の場合、内容を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。仮装をして思いっきりハロウィンを楽しもう！

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 クハロウビビビッックハクハハハロロウィウ ンパ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。参加券（300円、小学生以下）は
当日発売！

おばけかぼちゃを作ろう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10日（土）から発売します。先着20名。

英語でハロウィン英語でハロウィン
ネイティブの先生と英語で遊びながら
Englishを体験できるコーナー！
参加券（200円、小学生以下）は
当日発売。

体験

ハロウィンマーケット
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

ハロウィンカフェハロウィンカフェ
おいしいお店が大集合。いつもと違うハロウィン
バージョンの出店です。仮装して買うと良いことあるかも♪

グルメ
吹奏楽大好きな有志で結成された岡崎ミュージッキング。
6月から練習を重ねてきた成果を発表します！

岡崎ミュージッキング2015
お披露目コンサート
岡崎ミュージッキング2015
お披露目コンサート

日時：10月25日（日）16:00開演
場所：4階コンサートホール コロネット
　　　入場無料



※12/19公演を除き、未就学児の入場はご遠慮ください。　※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。

ミロシュ
ギター・リサイタルのご案内

102015

15：00開演18［日］ 全席指定 一般／ , 円 発売中

Okazaki Exciting Stage Series

ミロシュ ギター･リサイタル
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。公演では、バッハ「無伴
奏パルティータ第2番からシャコンヌ」、ファ
リャ「スペイン舞曲 第1番」などのクラシック
音楽から「ダンサ・ブラジレイラ」や「バトゥ
カーダ」など、聴き馴染みのある曲の数々を
お贈りします。

102015

15：00開演4［日］ 全席指定 一般／ , 円 発売中

Okazaki New Artist Series

成田達輝 ＆ 萩原麻未 デュオ･コンサート
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！
フランク、プーランク、サティやミヨーなどの
オール･フレンチ･プログラムで、コロネットにフ
ランスの響きを届けます。

112015

19：00開演6［金］ 全席指定 一般／ , 円 発売中

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～
古典作品のみならず現代曲からジャズまで、
鋭敏な感覚で作品の本質に切り込む演奏が
絶賛されているエベーヌ弦楽四重奏団。第1
部ではモーツァルト「ディヴェルティメント
ヘ長調 K.138」、ベートーヴェン「弦楽四重
奏曲 第15番 イ短調 Op.132」といったクラ
シック音楽、第2部では演奏曲を出演者自ら
紹介しながら数々のジャズの名曲を演奏しま
す。コロネット待望の再演です。

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

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

122015

15：00開演19［土］
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

狡Julien Mignot狡Julien Mignot

12016 15：00開演23［土］ 全席指定 一般／ , 円 発売中

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
　今年デビュー３０周年を迎える人気・実力ともに
日本を代表するピアニスト。シューベルト、ショパン
の作品を中心にピアノの魅力を余すことなくお届け
します。想い、情景、そして美しさ、一言では語り尽く
せない微妙な感情の移ろい・・・目を瞑ると、ピアノ
から紡ぎ出される変幻自在な“音”の魔法が様々な風
景を描き出してくれるでしょう。
　ピアノってこんなに素晴らしい音が出るの？ピアノ
の魅力に浸れる午後のひと時をお過ごし下さい。

狡Hiroki Sugiura狡Hiroki Sugiura 狡Akira Muto狡Akira Muto

8月20日開催

けんばんのひ・み・つ

　毎年恒例となった、ピアノの中まで
詳しく紹介する「けんばんのひ・み・
つ」。今回は33名のこども達が参加。
名古屋ピアノ調律センターの宮北哲
也さんを講師に迎え、グランドピアノや
アップライトピアノの構造や音の響き
方に加え、調律についても説明。実際
に調律を体験するコーナーもあり、こど
も達は順番を待つ間、わくわくしていま
した。後半はホールの響きも体験。ピ
アニストの近藤杏美さんが『小犬のワ
ルツ』を繰り返し演奏する中、421席あ
る客席のほか、舞台上でも音の響きを
体感し、有意義な時間となりました。

狡Wataru Nishida狡Wataru Nishida

※好評につき完売いたしました。

　クラシックの名門レーベル、ドイツ・グラモフォンから
リリースしたデビューCD「ミロシュ・デビュー！～地中海
の情熱～」が世界中でクラシック部門のチャート１位を
獲得し世界中に旋風を巻き起こしたクラシックギター
界の新星ミロシュがコロネットに登場します。
　公演では、ファリャやグラナドスのスペイン音楽の作
品からモレル、サビオといったブラジル音楽の作品、そ
してバッハなど異なる国の作曲家の様々な作品をお贈
りします。
　ミロシュが紡ぎだすギターの世界をどうぞ体感してく
ださい。東海圏では、岡崎だけの貴重なリサイタルです。
どうぞ、お聴き逃しなく！

私は、2015年10月に岡崎
の素晴らしい会場で演奏
することをとても楽しみに
しています。

狡Margaret druccolo/DG

 音楽の楽しみや喜び、生演奏の迫力と感動を味わっていただくため、小学４年生か
ら中学３年生を対象に、シビックセンター主催公演に抽選で2名様をご招待します。
11月の公演について、下記のとおり募集いたします。
◇公　　演：2015年11月6日（金）19:00

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～
◇応募方法：郵便はがきに ①対象公演名 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
「11月6日公演 ジュニアシート」係までご郵送ください。

◇締　　切：2015年10月10日（土）必着
※詳しくはホームページをご覧ください。

ジュニアシートのご案内ジュニアシートのご案内

今年の夏も暑い夏でした。ということで夏のディス
プレイはとにかく「涼しさ」を感じていただける作品
にしました。愛らしいペンギンたちが冷たい氷の丘
で涼しげにのんびりと過ごしている場面です。ペン
ギンは紙粘土で作りました。そして白いレースの生
地とブルーのライトで氷の世界を表現しました。
「あ！ぺんぎんさんだ」「赤ちゃんかわいい！」子供
たちの元気な声がロビーに響きました。みんなの夏
休みの思い出にシビックのペンギンさんが残ってく
れたらうれしいな。次回はいよいよお待ちかね！
ハロウィンディスプレイの登場です。お楽しみに！

ペンギンの夏休みペンギンの夏休み

ミロシュさん直筆のメッセージ



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。

1［木］ 18：45開演
音楽の旅～秋の夜長に響く魅惑のトリオ～
○￥1,000　○チケット紫陽花（鈴木）090-3307-1220

2［金］ 19：00開演
佐野信幸 Live 2015 ～ココロの種～
○￥1,000　○佐野 090-1984-3727

7［水］ 18：30開演
サウンド･オブ･アロハ
○￥2,000　○塩崎 090-1753-3214

10［土］ 10：30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 0564-64-5349

16［金］ 19：00開始
個人番号（マイナンバー）制度説明会
○無料　○岡崎市役所市民課 0564-23-6602

23［金］ 13：30開演
岡崎銀の鈴歌声広場
○要整理券　○岡崎銀の鈴合唱団事務局 0566-75-3024

25［日］ 16：00開演
岡崎ミュージッキング2015 お披露目コンサート
○無料　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

11［日］ 14：00開演

岡崎音楽家協会　第28回定期演奏会
○大人￥2,000　小中高生￥1,000（当日券共に300円増）
○岡崎音楽家協会（大海）090-4261-5780

4［日］ 15：00開演

Okazaki New Artist Series
成田達輝＆萩原麻未 デュオ･コンサート
○全席指定￥2,500　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

18［日］ 15：00開演

Okazaki Exciting Stage Series
ミロシュ ギター･リサイタル
○全席指定￥3,500　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

■図書室〈1F〉■新店舗のご案内
★図書室スタッフおすすめの１冊！

『ほぉ…、ここがちきゅうのほいくえんか』
てぃ先生/著

スタッフのあしあと
　秋の気配が日増しに深まり、過ごしやすい季節になってまいりましたね。
　食欲の秋、読書の秋、そして何といっても芸術の秋ですよね。
　この秋、シビックセンターでは、地元の演奏家たちによる恒例のコンサート「コロネッ
ト市民音楽フェスティバル」、フランス音楽の真骨頂をフレッシュな実力派二人でお届け
する「成田達樹＆萩原麻未デュオ･リサイタル」、そして大人からお子様まで楽しめる「ハ
ロウィンパーティ」など、楽しいイベントがいっぱいです。
　今年の秋も是非シビックセンターでお楽しみください。 （U）

館内のご案内

☆開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は１７時迄）
☆10月の休室日：
　5日（月）、12日（月）、13日（火）、19日（月）、26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時～・毎週日曜日15時～
　第2・第4土曜日14時30分～
　　　　　　　　　　　　☎0564-72-5118

　Twitterで話題。
保育士てぃ先生と園
児たちの日常を書籍
化。そのやりとりにほ
のぼのしたり、どきっ
とさせられたり。子ど
もたちから気づかさ
れることはたくさん
あります。

　シビックセンター1階、
喫茶レストラン跡地に新たに
カフェがオープンします。
10月末オープン予定。詳細
は11月号コロネットインフォ
メーションに
掲載予定です。
お楽しみに！

31［土］ 14：00開演

鈴木研吾 サクソフォン リサイタル～伝えたい“歌”がある～
○一般￥2,000　学生￥1,500（当日券共に500円増）
○鈴研音楽会 080-3628-1701

…コロネット市民音楽フェスティバル2015

10月末 シビックセンター1階に

カフェがオープン！

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


