
    寒くなっても、シビックセンターには楽しみがいっぱい！

    シビックセンター1階に新しいカフェが、いよいよオープン！詳しくは中面へ

　１１月から点灯する交流広場のイルミネーション。今年も
クリスマスのロマンティックな雰囲気を演出してくれます。そ
して１２月５日（土）はイルミネーションが輝く会場でクリスマ
スコンサートを開催します。温かい食べ物や飲み物のお店
が集まるクリスマスカフェや、子どもたちにはサンタクロース
からのプレゼントもあります。キラキラ輝くシビックセンター
のクリスマスにぜひ遊びにきてくださいね！

イルミネーションコンサート
12月5日(土)15:00～（予定）

クリスマスカフェも開催されます！

　今年もシビックサンタがクリスマスの夜にやってきます！
イルミネーションが輝くシビックセンターのどこかで、サンタさ
んとツーショットで写真を撮ると、小さなプレゼントがあります
よ！おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さん、お友
達をたくさん誘って、みんなで来てください！サンタさんは忙
しいので、17：00～18：00の1時間しかいません。ご注意く
ださい。みなさんにお会いできるのを楽しみにしています！

　今年のイルミネーションは１１月１４日（土）～
１２月２６日（土）の間、点灯します。交流広場の
樹木には「光の花」が咲きます。どこに咲いてい
るか、皆さん、見に来てくださいね。また、皆さんが
毎年楽しみにしてる「クリスマスハウス」は、
１２月５日（土）と１２月２５日（金）のイベントの時に、
中に入ることができます。ぜひ、お立ち寄り
ください。

2015☆シビックサンタを探せ
12月25日(金)17:00～18:00

２０１５★シビック・イルミネーション
点灯期間：11月14日(土)～12月26日(土)
２０１５★シビック・イルミネーション
点灯期間：11月14日(土)～12月26日(土)

サンタを探せサンタを探せ
イルミネーション点灯
11/14～12/26
イルミネーション点灯
11/14～12/26

イルミネーションコンサートイルミネーションコンサート

普段は入れない、
クリスマスハウスにも入れます！
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9月14日開催

エマニュエル・パユ
フルート公開レッスン

9月25日開催

上妻宏光 三味線出張授業

9月26日開催

Okazaki Exciting Stage Series
上妻宏光「生一丁!」
Tour ２０１５ “伝統と革新”

　ベルリン・フィル首席奏者でもあり、世界
を代表するフルーティスト、エマニュエル・パ
ユの公開レッスン。高校生、大学生、大学
院生の３名がレッスンを受講しました。
　呼吸方法、演奏時の姿勢、作曲者、作曲
された時代に合ったカデンツァ選びなど細か
く指導されていました。共通して指導してい
たのは、音を聴く事とダイナミクス。どの楽器
にも通じることで、音楽の基本スタンスは非
常に重要だと感じる一面でした。レッスン後
も受講生が舞台袖で熱心に質問し、それに
答えるパユの姿が印象的でした。

　9月25日に矢作西小学校で「上妻宏光
三味線出張授業」を開催しました。
　音楽室に集まった3年生は、三味線は何
から作られているのか、どうやって音を出す
楽器なのかを学びました。
　三味線を弾く体験もあり子どもたちは興
味津々の様子で授業を聞いていました。最
後は、ふるさとをピアノと三味線の伴奏で
合唱しました。日本の伝統楽器を身近に感
じられた授業になったようでした。

　今年デビュー15周年の上妻宏光さん。
前半は、羽織袴の衣装で登場。三味線一
丁で津軽民謡をはじめとした各地の民謡を
演奏しました。途中のトークでは、三味線に
ついてのお話や拍子の取り方など会場の
お客様と一体になって演奏をしていた曲も
ありました。後半は衣装もガラリと変わり、ご
自身で作曲をされた曲を中心にお贈りしま
した。三味線の音色が会場中にそしてお客
様の心に響いたコンサートでした。

9月15日開催

Okazaki Super Classic Concert
エマニュエル･パユ＆クリスティアン・リヴェ
アラウンド・ザ・ワールド
　歴史的に最も古いアンサンブルとされる
フルートとギターの公演。フルートとギター
の世界旅行と題してベルリン・フィル首席
奏者エマニュエル・パユと親友であるクリス
ティアン・リヴェがコロネットに出演しました。
　多種多彩な音色で曲を自由に描くフ
ルートと、透明感がありクールなギターの絶
妙なアンサンブルに来場されたお客様も至
福の時間に浸れたのではないでしょうか。
お二人ともホールがお気に召されたようで、
また来たいと仰っていただきました。

グリーンハウス岡崎店

シビックセンター1階にオープンこどもの心を育て、大人の心を癒す、クラシックピアノの名曲を気兼ねなく
お楽しみください。リズムを体感できる参加型プログラムもご用意しています。

コロネット リレーコンサート
２０１６年３月１３日（日）　入場料：500円
開演１１：００～１５：４５　開場１０：３０
一度入場すれば、途中の入退場は自由です！

10月27日（火）AM8:30
●11:00

　11:45

0歳からのピアノ名曲コンサート

出演：山崎綾子（ピアノ）
曲目：ムソルグスキー／「展覧会の絵」よりプロムナード、ゴセック／ガボット ほか

〜

Ｆｌｅｕｒ（花）をテーマとした名曲をピアノ2台とハープの演奏でお贈りします。
今回のコンサートのために特別に編曲した新鮮な演奏スタイルをお楽しみください。

●12:00

　12:45

「花」～ピアノ＆ハープで贈る名曲リサイタル

出演：Ｆｌｅｕｒ（フルール）[松田絵美、鈴木寛子（ピアノ）、廣瀬奏子（ハープ）]
曲目：チャイコフスキー／『くるみ割り人形』より「花のワルツ」 ほか

〜

恋にときめいたり苦しんだり、好きだけど別れたり・・・。登場人物の思いを
日本語でお届けします。春のひとときを物語の世界でお楽しみください。

●13:00

　13:45

オペラを日本語の翼にのせて

出演：山本和世（ソプラノ）、近藤杏美（ピアノ）
曲目：プッチーニ／歌劇『ラ・ボエーム』より「私の名はミミ」、「ムゼッタのワルツ」 ほか

〜

フランスオペラでよく知られている歌劇『ロメオとジュリエット』と日本歌曲から
木下牧子作品を中心にお贈りします。どちらもご堪能ください。

●14:00

　14:45

おんがくにつつまれて～華やかなフランスオペラと親しみやすい現代の日本歌曲をあなたに～

出演：ヨンリ（ソプラノ）、はやせようこ（ピアノ）
曲目：グノー／歌劇『ロメオとジュリエット』より「私は夢に生きたいの」  ほか

〜

名曲揃いのイタリアオペラコンサート。イタリアで活躍したつじ村ふみ惠が
皆様をオペラの世界へと誘います。

●15:00

　15:45

愛の名曲でつづるイタリアオペラコンサート

出演：つじ村ふみ惠（ソプラノ）、中田麻衣子（ピアノ）
曲目：オー・ソーレ・ミーオ、私の愛しい人よ、私を泣かせてください  ほか

〜

※公演当日に3階コンサートホール入口で入場料をお支払いいただくと、終日お楽しみいただけます。
※未就学児入場無料。※満席の場合は入場制限をさせていただく場合がございます。

ハロウィンの魔法の鏡ハロウィンの魔法の鏡
今年も、シビックセンターの１階のロビーに
ハロウィンのディスプレイが現れました。今
年のテーマは「ハロウィンの魔法の鏡」。
幅１ｍ５０ｃｍ高さ２ｍもある大きな鏡は、お
とぎ話の魔法使いが使う鏡のように、あや
しく、恐ろしく、でもどこかちょっとかわいい
雰囲気でした。

　シビックセンター1階に新
しくカフェがオープンします。
　名古屋式モーニングから
本格ディナーまでお楽しみ
いただけます。ぜひ、お越し
ください！



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

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。

　音楽大学の学生が企画制作したコンサートをシビックセンターが支援・サ
ポートするシリーズ。2月は、名古屋音楽大学ビジネスコースで学ぶ学生が企画
したビッグバンドのコンサート。第一部は、スタンダードナンバーを集めたジャズ
の演奏、第二部は子どもから若い世代の方まで人気のディズニー映画の作品か
らお贈りします。

※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。

　愛知県立芸術大学・大学院生有志が企画した、気軽に楽しめるオペラ「魔
笛」。モーツァルトの代表する作品「魔笛」を、日本語のお芝居を織り交ぜて、楽
しく分かりやすくお届けします。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。

9月4日開催

セプテンバージャズナイト
　９月4日（金）シビックセンタージャズナイトが
開催されました。１回目となった昨年は予想を
はるかに上回る6００名もの来場者で盛り上
がりました！！２回目の今年はどうなるのか、期
待と不安の複雑な心境でした。
　出演者も昨年にも増して気合十分！今年
は、より良い雰囲気でジャズを楽しんでいただ
きたくて、お酒とおいしいおつまみも用意して
お客様を待ちました。
　そして迎えた本番。会場は満員御礼、お酒
も進み、おつまみは売り切れ続出。今岡友美
さんのすばらしい歌声と、熱い演奏に会場は
一体感に包まれました。早秋の広場での心地
よいジャズライブは、これからも愛され定着して
いくのかな・・・とうれしい予感でいっぱいです！
また来年来てくださいね！

狡Wataru Nishida狡Wataru Nishida

22016

18：00開演12［金］ 全席自由／ , 円 10/31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～

※好評につき完売いたしました。

32016

18：30開演10［木］ 全席自由／ , 円 10/31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～

コンサートホールの
ご利用について
条例改正のお知らせ

　より多くの方にホールを有効にご利用いただくため、コンサートホールの利用
につきまして、岡崎市にて条例が改正されました。それに伴い、2016年10月以降の
コンサートホールと、ホールと同時利用のリハーサル室の利用分の予約や取消に
ついて、以下のように変更されます。

　集会室、リハーサル室単独のご利用に関しては、これまでと変更はございません。
詳しくは、ホームページをご覧いただくか、総合案内までお尋ねください。
　皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

予約の
取消･変更
還付について

■調整会議（抽選会）以外でのご予約の場合
　利用日の30日前まで、1回に限り変更可能。
　取消の場合は、取消日に応じて以下のように還付を実施

　利用日の90日前まで：利用料全額還付
　利用日の60日前まで：利用料の70％還付
　利用日の30日前まで：利用料の30％還付
　利用日の29日前以降：還付なし

※調整会議（抽選会）で予約の場合については、
　総合案内までお問い合わせください。

施設利用料の
支払期限

ご予約後1ヶ月以内

対　　象 2016年10月以降のコンサートホール、
コンサートホールと同時利用のリハーサル室の利用

スタッフのあしあと
　深まる秋の日々、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
　10月27日に、シビックセンター１階に新しいカフェレストランがオー
プンします。
　コンサート前に大切な人と待ち合わせたり、コーヒーを飲みながら本
を読んだり、あれこれ思いをめぐらせたり・・・これからの寒い季節、あ
たたかいカフェでゆったり過ごしてみませんか。インフォメーションの中
でも、カフェおすすめのスイーツやフードをご紹介する予定です。どうぞ
お楽しみに！ （K）



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

11月22日（日）9:30～
場所：シビックセンター交流広場

1［日］ 13：00開演
Strings Concert 2015♪
○無料　○鈴木 090-3307-1220

3［火･祝］9：20開演
ピティナ・ピアノステップ岡崎秋季
（関本昌平先生トークコンサートあり）
○無料　○ピティナおかざき☆きらりステーション（髙井）0564-51-0194

8［日］ 14：30開演
ゴスペルコンサート　ワンボイス岡崎「Unity」1st
○￥1,000　○ワンボイス岡崎 090-8132-0120

8［日］ 17：00開演
ゴスペルコンサート　ワンボイス岡崎「Unity」2nd
○￥1,000　○ワンボイス岡崎 090-8132-0120

11［水］ 10：10開演
第19回お母さんコーラス交歓会
○無料　○逢妻コーラス（太田）090-8548-1784

14［土］ 14：00開演
三河高音の会
○￥1,500　○三河高音の会（金田一）090-9848-6457

15［日］ 14：00開演
Piano Duo　隈本浩明＆居福健太郎
○シングル￥2,500　ペア￥4,000　○ウィング14 0566-75-8156

25［水］ 13：00開始
愛知消費者協会シンポジウム
○無料　○愛知消費者協会 052-962-2530

21［土］ 14：00開演
第3回コールさざなみ演奏会
○￥500　○山田 0564-34-0122

22［日］ 12：00開演
Autumn Concert
○無料　○Liricoの会 0564-22-0452

23［月･祝］14：00開演 せきれい女声コーラス　CONCERT　No.7
○￥1,000　○せきれい女声コーラス 0564-52-6028

28［土］ 14：00開演
双子姉妹によるフルートデュオ　彩愛～Sara～リサイタル
○￥2,000　○彩愛～Sara～・鈴研音楽会 080-3628-1701

29［日］ 16：00開演
ピティナ・ピアノコンペティション入賞者コンサート「はじめのいっぽ」
○￥800　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

28［土］ 18：00開演
トヨタトロンボーンアンサンブル　第12回定期演奏会
○無料　○鈴木 0564-21-9504

30［月］ 14：00開演
CANAAN hair salon 長崎英広氏 カラー公開セミナー
○￥1,000(関係者のみ)　○SPC JAPAN×mILBOn 090-5113-5019

19［木］ 10：00開始
13：30開始

年末調整等説明会
○無料　○岡崎税務署 0564-58-6511

■図書室〈1F〉■花植えのご案内
★図書室スタッフおすすめの１冊！

『ゆうれいがこわいの？ムーミントロール』
トーベ＆ラルス･ヤンソン / 著　当麻ゆか / 訳

ご案内

☆開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は１７時迄）
☆11月の休室日：
　2(月)、4(水)、9(月)、16(月)、23(月)、24(火)、30(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

　ゆうれいがこわいと
いうきもちがどうして
もなくならないムーミ
ントロール。ともだちの
フローレンをさがすた
めにゆうきをだします。
親子で楽しめる、ムーミ
ンのおはなしえほんシ
リーズの一冊です。

　9月13日(日)に花植
えが行われました。今
回は初めてご参加いた
だく方も多くいらっしゃ
いましたが、すぐに打ち
解けて、笑い声が溢れる楽しい花植えとなり
ました。11月にも、以下の日程で花植えを行
いますので、ぜひご参加ください。

6［金］ 19：00開演

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～
○全席指定￥3,500　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

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


