
　名実ともに世界のトップに立つクラリネット奏者ポール・メイエ。完璧なテクニックとずば抜
けた音楽性、品のある豊かな音色を併せもち世界の一流アーティストとの共演を重ね、現代最
高の木管奏者たちとスーパーアンサンブル、“レ・ヴァン・フランセ”を結成するなど多彩な活動
をしています。また、指揮者としてのキャリアも築き世界各地のオーケストラに客演し、ソウル・
フィルハーモニー交響楽団の准首席指揮者を経て2010年～2012年12月東京佼成ウィンド・
オーケストラの首席指揮者を務めました。
　今回、コロネットで開催するコンサートは、このポール・メイエを中心に豪華メンバーでお贈
りする特別企画。2008年ARDミュンヘン国際音楽コンクールにて日本人団体として東京クヮ
ルテット以来38年ぶりに第3位に入賞を果たした若きクヮルテットのウェールズ弦楽四重奏団。
八ヶ岳高原音楽祭、霧島国際音楽祭やポーランド、バルセロナなど国内外の音楽祭にも出演を
しているコントラバス奏者の黒木岩寿、色彩豊かな音色で数多くの共演者から厚い信頼を得て
いるピアニスト山田武彦、そしてクラシックはもとより、ラテン、ジャズ、ポップス、邦楽など
オールグランドプレーヤーとして活躍している北野圭威秩をドラムに迎えます。演奏曲目はモー
ツァルトのクラリネット五重奏やポール・メイエと親交を結んだジャズミュージシャン、ベニー・
グッドマンの曲などクラシックからジャズにいたるまでの名曲を堪能できるスペシャルなコン
サートです。

    世界最高のクラリネット奏者ポール・メイエがスペシャルな企画で登場します。

シビコロ会員専用情報　今月の先行予約受付
Okazaki Super Classic Concert
ポール・メイエ クラリネット スペシャル
～モーツァルトからベニー・グッドマンまで～

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　⑤氏名
⑥受取方法(センター窓口か郵送)を明記、返信用はがきにも宛先を記入の上、シビックセンター宛に郵送して下さい。

予約締切　3月20日（金）必着　※一般発売日3月28日（土）までに結果を通知いたします。

○全席指定　　　　　　 
一般 ￥5,000

学生（25歳以下） ￥3,0007/5
2015

［日］ 15：00開演

※確定申告期間（3月16日まで）は駐車場の混雑が予想されますので、
　公共交通機関をご利用くださいますようお願いいたします。

※喫茶レストラン TIP TOPは3月15日をもちまして閉店させていただきます。

2015年7月5日（日） 15：00開演　全席指定  一般￥5,0０0　学生（25歳以下）￥3,0０0
※3月28日（土）一般発売

Okazaki Super Classic Concert
ポール・メイエ クラリネット スペシャル ～モーツァルトからベニー・グッドマンまで～

狡Vandoren Edith Held狡Vandoren Edith Held

狡Satoshi Oono狡Satoshi Oono

狡Wataru Sato狡Wataru Sato

北野 圭威秩 〔ドラム〕北野 圭威秩 〔ドラム〕ポール・メイエ 〔クラリネット〕ポール・メイエ 〔クラリネット〕

山田 武彦 〔ピアノ〕山田 武彦 〔ピアノ〕

黒木 岩寿 〔コントラバス〕黒木 岩寿 〔コントラバス〕

ウェールズ弦楽四重奏団ウェールズ弦楽四重奏団

ウェーバー：クラリネット五重奏曲　
ヴェルディ：リゴレットによる変奏曲　
モーツァルト：クラリネット五重奏曲より第二楽章 ラルゲット　
ロッシーニ：序奏、主題と変奏　
バーンスタイン：クラリネットとピアノのためのソナタより
　※その他ベニー・グッドマン作品の数々 など

曲目
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　「アンサンブル天下統一」という非常にインパクトの強いアンサンブル名を耳にした時は何事かと
思いましたが（笑）、日本のクラシック音楽界をリードする若手トップメンバーの名前を見て、まさに天下
統一の名に相応しいと納得しました。コア・メンバーの幸太さん（長原幸太）、ヤスさん（鈴木康浩）、中
木さん（中木健二）は、それぞれ強い個性と信念を持った尊敬する大先輩で、既に何度かご一緒させ
ていただいていますが、お人柄も豪快で楽しい方々です。
　今回のプログラムは、ドイツのふたりの作曲家を取り上げ、ベートーヴェンの弦楽のみの室内楽曲
の中では初となる作品（弦楽三重奏曲第1番 1794年以前に作曲）と、彼を崇拝するブラームスの
弦楽のみの室内楽曲の中では最後の作品（弦楽五重奏曲第2番 1890年作曲）という、興味深い
組み合わせとなっています。作曲家として駆け出したばかりのベートーヴェンの初 し々く軽快な三重奏
の音楽と、往年のブラームスの五重奏ならではの厚みある響きをお楽しみいただけたら幸いです。
　私が加わる事によって、より若い人達にもクラシック音楽の魅力を知っていただくきっかけになれれ
ば嬉しいです。その名の通り熱い演奏会になること間違いなしと、私も今から楽しみにしております！

アンサンブル天下統一2015に出演する
小林壱成さんからメッセージをいただきました。

2015年度も引き続き、キャンパスシート、ジュニアシートのサービスを実施いたします。皆様のご利用をお待ちしております。

◆キャンパスシート
シビックセンター主催公演において、当日券がある場合のみ、25歳以下の学生の方を対象に当日券を1,000円で販売いたします。
販売は開演15分前より３階コンサートホール入口の主催者受付にて開始いたします。ご購入の際は「学生証」をご提示ください。
※ご予約、お座席の選択はできません。※詳しくはホームページをご覧ください。

◆ジュニアシート　　対象：小学4年生～中学生
対象公演に限り、抽選で2名様をご招待いたします。2015年度の対象公演は下の表をご覧ください。

■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（連絡がつきやすい番号）
⑦応募の理由　を明記し、
「岡崎市シビックセンター　○月○日公演　ジュニア
シート係」までご郵送ください。

※1公演につき、はがき1枚、1名様のご応募でお願いいたします。 
※当選者への通知をもって発表にかえさせていただきます。
※ジュニアシートのご利用は応募時にご記入いただいたご本人様に限ります。
　他の方への譲渡はご遠慮ください。
※終演後、簡単な感想文にご協力いただきます。

今年で2回目となる「スプリング･オープンカフェ」。シビックセンター館内の「コロネット･オープンハウス」と同時開催で、シビック
センター全体が盛り上がるイベントです。このイベントで、飲食物の出店をしてくださる方を募集いたします。今回のテーマは
「HOT & SWEET」。このテーマでイベントが盛り上がるような出店をお待ちしております。
日　　　時：5月17日（日）　10:30～16:00（予定）
場　　　所：シビックセンター交流広場
募集店舗数：10~12店舗程度
出　店　料：テントでの出店…３,５００円　自動車での出店…２,５００円
　　　　　　※別途電気使用料が必要です。
応 募 方 法：応募要項をご確認の上、申込用紙に必要事項を記入し、シビックセンター１階総合案内までご提出ください。郵

送･FAXでも受付いたします。応募要項･申込用紙は２月２７日(金)からシビックセンター１階総合案内にて配布す
るほか、シビックセンターホームページからもダウンロード可能です。応募多数の場合は抽選となります。ただし、
テーマに沿った店舗（辛いもの、スパイシーなもの、エスニック、甘いものなどを扱う店舗）を優先させていただくこと
がございます。

締　　　切：３月２０日(金)　必着

キャンパスシート、ジュニアシート2015のご案内

シビックセンター
スプリング･オープンカフェ　飲食出店者募集

2015年6月14日（日） 15：00開演
全席指定  ￥3,5０0
※2月28日（土）一般発売

コロネット室内楽シリーズ
アンサンブル 天下統一 2015

アンサンブル天下統一 2015
ポール･メイエ クラリネットスペシャル
エマニュエル･パユ フルート･リサイタル
上妻宏光「生一丁！」Tour2015“伝統と革新”
成田達輝＆萩原麻未デュオ･コンサート
ミロシュ ギター・リサイタル
エベーヌ弦楽四重奏団
小山実稚恵ピアノ･リサイタル

公 演 名 応 募 期 間開 演公 演 日
4/10～5/10
5/10～6/10
7/10～8/10
7/10～8/10
8/10～9/10
8/10～9/10
9/10～10/10
11/10～12/10

15:00
15:00
19:00
15:00
15:00
15:00
19:00
15:00

6/14（日）
7/ 5（日）
9/15（火）
9/26（土）
10/ 4（日）
10/18（日）
11/ 6（金）
1/23（土）

※写真は昨年のイベントの様子です。

小林壱成（ヴァイオリン）小林壱成（ヴァイオリン） 狡S.IMURA



1月24日開催

「音楽の絵本」ロマネスク

　終演後の握手会では、たくさんのお友
達と写真撮影をして触れ合うことが出来
て動物たちも楽しかったそうです。

2015年はひつじ年。ということで今年のお正月ディスプレイは
ひつじが登場しました。
ひつじってなんだかかわいくて見ているとほっとする動物ですよね。
まあるい体型にモコモコの毛皮。作っていてとても楽しかったです。
（製作スタッフは毎日毛まみれでしたが…。）
楽しい気持ちで作れたおかげで、できあがった羊たちもほんわかした
雰囲気の作品となりました。
今年も季節にあった、楽しい気持ちになってもらえるディスプレイを
どんどん登場させますので期待していてくださいね！

※未就学児の入場はご遠慮ください。

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。春休みにお贈り
する平日昼間のコンサートです。

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

数々の津軽三味線大会で優勝するなど輝かしい実績を持ち、ソロ・デビュー
15周年を迎えた上妻宏光。津軽三味線の伝統と革新を追求し、様々なジャ
ンルで超越した創作を続け国内外から高い評価を得ています。是非、上妻宏
光の真骨頂である津軽三味線の生音をコロネットで体感してください。

上妻宏光 コンサート2015（仮称）の正式タイトル･
入場料が決定いたしました。

2015年9月26日（土） 15：00開演
全席指定  ￥3,5０0
※5月30日（土）一般発売

ソロ・デビュー15周年
上妻宏光「生一丁！」
Tour2015“伝統と革新”

Okazaki Exciting Stage Series

今年もよろしくお願いします！今年もよろしくお願いします！

3月3日（火）までは春のひなまつり
ディスプレイを展示しています。
かわいらしいおひなさまです。
ぜひ見に来てくださいね。

シビック ロビーコンサート Vol.Ⅳ
～ひなまつりに奏でる ハープの音色～

3月3日はひなまつり。春に相応しい曲目を、うららかな音色を奏でる
ハープの響きで楽しめるコンサートです。どなたでも気軽にご覧いただ
けますので、ぜひご来場ください。

2015年3月3日（火） 12：30～13：00
場所：シビックセンター１階ロビー  入場無料

シビックロビーコンサート Vol.Ⅳ
～ひなまつりに奏でる ハープの音色～

曲目
蘆泉（ツァーベル）
蘆うれしいひな祭り（河村光陽）
蘆早春賦（中田章）
蘆花（滝廉太郎）
蘆おぼろ月夜（岡野貞一）
蘆チャイコフスキーのオペラ
　「エフゲニー・オネーギン」の
　主題による幻想曲
　（ワルター=キューネ）高田知子（ハープ）高田知子（ハープ）

62015

15：00開演14［日］

2014年にコロネットで初陣を飾った「アンサン
ブル天下統一」は、東京藝術大学准教授の中
木健二（チェロ）、読売日本交響楽団のコン
サートマスターを務める長原幸太（ヴァイオリン）、
そして同じく読売日本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏
者を務める鈴木康浩（ヴィオラ）をコア・メンバー
とした、まさに日本の若手トップ奏者が揃った弦
楽トリオ。今回はゲストの小林壱成（ヴァイオリ
ン）と鈴村大樹（ヴィオラ）が加わり五重奏の
堂々たる布陣も楽しめる、当館レジデント･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。

全席指定／ , 円 2/28発売

コロネット室内楽シリーズ

アンサンブル 天下統一 2015

鈴村 大樹鈴村 大樹小林 壱成小林 壱成

鈴木 康浩鈴木 康浩中木 健二中木 健二 長原 幸太長原 幸太
狡Mirco Magliocca

狡S.IMURA

Ⓒ久保 尚子

こ
と

しも
よろし

くめぇぇ

　コロネットでの開催も恒例と
なった「音楽の絵本」コンサー
ト。今回は、初登場のロマネス
クメンバーが来てくれました。

　クラシックの名曲やディズニー
音楽を、弦楽四重奏の弦うさぎは
優雅で華やかに、サックス四重奏
のサキソフォックスは息の合った
演奏で披露してくれました。



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）
☆3月の休室日：２、９、１６、２２、２３、３０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！

　サトルと飼い猫ナナ。一
人と一匹は、ある事情が
あって、銀色のワゴンで懐
かしい人々を訪ねる旅にで
る。猫のナナを通して表現
された印象的な光景や感
情が心にしみる。最後の旅
の結末は・・・。

　開店以来お引立ていただき
ましたTIPTOPシビック店を、
諸般の事情により３月１５日をも
ちまして閉店することとなりまし
た。これまで賜りました皆様の
長年にわたるご愛顧を心から
感謝申し上げます。

『旅猫リポート』
有川　浩／著

コンサートホールコロネット　３月のスケジュール ※2月10日現在の情報です。

スタッフのあしあと
　チラシや雑誌広告など、印刷物の作成でいつも感じるのは、短い言葉で伝えたいこと
を相手に届ける難しさです。一瞬で興味を持ってもらえるように、また短くても嘘のない
言葉で情報を正確に伝えようとすると、一文作るにも想像以上に時間がかかります。こ
の表現は誤解を受けてしまうかも？この言葉は余分？など試行錯誤を繰り返し、結果、
公演当日のアンケートに雑誌広告を見てこの公演を知った、とあるのを見ると、うれしく
感じます。音楽家やホール、演奏中の貴重な瞬間を50年に渡って撮り続け、写真という
ツールで音楽の素晴らしさを伝えてくれた木之下晃さんのように、今を生きる音楽家の呼
吸を伝え、広く受け取ってもらえるような仕事ができたらと思います。 (S)

6［金］ 13：30開演
大沢聡 オカリーナコンサート
○S席￥3,000　A席￥2,000　○シンフォニア 0564-25-2334 

18［水］ 14：00開演

ヨーロッパで活躍する二人
荻原尚子 エルヴェ・ビヨー Spring Concert
○￥3,000　当日￥3,500　○岡崎友の会 0564-52-0808 

7［土］ 15：00開演

プレミアムコンサートシリーズ
森麻季 日本の歌
○全席指定￥4,000　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

22［日］ 時間未定
2014ピティナピアノステップ　岡崎春季
○無料　○PTNAおかざきステーション 0566-74-0566

28［土］ 13：30開演
うさみあき ピアノおさらい会
○無料　○宇佐美 0564-55-1430

30［月］ 14：00開演
第4回 岡崎市立南中学校吹奏楽部定期演奏会
○無料　○岡崎市立南中学校吹奏楽部 0564-51-4664

31［火］ 14：00開演
岡崎市立美川中学校吹奏楽部　スプリングコンサート2015
○無料　○岡崎市立美川中学校吹奏楽部 0564-21-1898

29［日］ 9：30開演
13：30開演

第25回 ピアノ･ドリマトーン発表会
○無料　○伊豫田 090-3957-5419

21［土・祝］13：00開演 ピアノ発表会
○無料　○高田 0564-46-3577 

20［金］ 18：50開始
一般社団法人岡崎青年会議所　3月例会
○無料　○一般社団法人岡崎青年会議所（牧野）090-4089-8613

21［土・祝］18：30開演 大竹香織 ハープの調べと 桐島洋子氏のお話
○￥3,000　○NPO全国家庭教育支援センター 0564-45-5802

27［金］ 15：00開演

ぶらりコロネットシリーズ
KITO, Akira Brass Band！コンサート
○全席指定￥1,500　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

■餡茶古珈舗 TIP TOP〈1F〉

閉店のお知らせ

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


