
　あのNHKの教育番組でお馴染みの“オフロスキー”役であり、コンテンポラリー・ダンス集団
「コンドルズ」の中心メンバー且つコント脚本を担当している小林顕作さんが、シビックセン
ターの読み聞かせ公演に初登場！
　さまざまな絵本をスクリーンに映し出し、面白おかしく、時には悲しく、絵本を読みます。親
子で楽しめる読み聞かせ公演「お話の森」。皆さんは絵本の世界に聞き入ること、見入ること
間違いなし！
　どんな絵本を読むか、今からわくわくどきどき、お楽しみに。

「宇宙レコード」作・演出・出演のほか、96年
の立ち上げからコンドルズ参戦。コンドルズ作
品中のコント脚本を担当。NHK Eテレ「みい
つけた！」のオフロスキー役で現在大人気！
TV 出演多数。ジャニーズの舞台、阿佐ヶ谷ス
パイダース、劇団EXILEを初め客演多数。演
出家としても活躍中。ラジオ、TVのCM ナレー
ションもあまた。

    あのオフロスキーでおなじみの小林顕作が読み聞かせ

シビコロ会員専用情報　今月の先行予約受付

親子で楽しむ読み聞かせ
お話の森

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　4月20日（月）必着　※一般発売日4月25日（土）までに結果を通知いたします。

○全席指定　　　　　　　　 
おとな ￥2,000

こども（小学生以下） ￥1,0008/8
2015

［土］15：00開演

2015年8月8日（土） 15：00開演
全席指定  おとな￥2,0０0　こども（小学生以下）￥1,0０0　※4月25日（土）一般発売

親子で楽しむ読み聞かせ お話の森

※3歳未満は大人1名につき、1名まで膝上無料。

※3歳未満は大人1名につき、1名まで膝上無料。

小林 顕作 （俳優 声優 演出家）
こばやし けんさく

親子で楽しむ読み聞かせ

お話の森
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シビックセンター 花植え

4月12日(日)　９：３０～

エマニュエル・パユ
フルート公開レッスン受講者募集

　世界のトップクラスに君臨するフルート奏者、エマニュエル・パユ。ソリストとして、アンサンブル奏者として、そして
ベルリン･フィルハーモニー管弦楽団の首席フルート奏者として来日回数も多く、日本でも馴染み深いパユが、岡
崎市シビックセンターのコンサートホールでフルートの公開レッスンを９月１４日（月）に開催いたします。受講希望の
方は下記内容をご覧いただき、音源を添えてご応募ください。
【日　時】２０１５年９月１４日（月）　１７：００～２０：００（予定）
【場　所】岡崎市シビックセンター コンサートホール コロネット
【対　象】高校生～大学在学中の２６歳未満のフルートを学ぶ学生
【受講料】無料
【応募方法】
①氏名（ふりがな）②性別③年齢④学校名／学年⑤郵便番号／住所
⑥電話番号（連絡が取りやすい番号）⑦フルート歴（経験年数、師事者名、
コンクール歴など）⑧演奏曲目（録音提出する音源と同曲／楽章名なども
明記）⑨レッスンで改善したい点⑩その他連絡事項
※規定の応募用紙はございません。
以上を明記の上、音源（ＣＤまたはＭＤ）を添え、応募先住所へご郵送ください。
◆演奏曲目録音内容について：クラシック音楽で、１０分程度の内容とする。作曲様式不問。
※岡崎市シビックセンター1階総合案内に、ご提出いただくことも可能です。
※ご記入いただきました情報は、個人情報保護法に基づき、本事業のみに使用いたします。

【応募先】〒４４４-０８１３　岡崎市羽根町字貴登野１５番地
　　　　岡崎市シビックセンター「９/１４ エマニュエル・パユ公開レッスン」係
【締　切】２０１５年５月１０日（日）必着
　※応募された方全員に、書類音源審査の上、５月末までに結果をご連絡いたします。
　※ご提出いただきました音源は返却いたしません。ご了承ください。
【問合せ】岡崎市シビックセンター　エマニュエル･パユ公開レッスン　担当
　　　　電話：０５６４-７２-５１１１
※公開レッスンの聴講は事前予約不要、入場無料（未就学児の入場は御遠慮ください） 

無料のオーケストラコンサート、指揮者体験、多彩な
オープンカフェ出店など、終日楽しめるイベントです。

音楽と食のイベント
シビック♪フェスタ開催 ！

４Ｆ コンサートホール コロネット ●田久保裕一＆
　岡崎フィルハーモニー管弦楽団
　スプリングコンサート
　11:00～12:00、15:00～16:00（予定）
　オーケストラについてのお話やアナウンス
　体験、指揮者体験コーナーもあります。　

3Ｆ ロビー ●キッズコーナー、 
　フォトコーナー
　工作が楽しめるキッズコーナーや、
　記念撮影などができる
　フォトコーナーがあります。

●シビックロビーコンサート

2Ｆ ロビー ●愛知芸大芸術講座 シビック楽器体験！
　楽器と一緒にミュージック
　ヴァイオリンやフルートなど、いろんな楽器
　を手に持って音を出してみよう♪
　楽器クイズやミニコンサートなど、楽しい
　イベントも盛りだくさん。

1Ｆ ロビー
　わくわくスプリングコンサート
　フルート、サックス、そしてピアノの演奏で
　お贈りするコンサート。「アナと雪の女王」
　やサザエさんなど、お馴染みの曲や、クラ
　シック音楽や童謡もまじえて、わくわくみん
　なで楽しめます。

交流広場 ●オープンカフェ
　HOT & SWEETがテーマ！
　おいしいお店がたくさん集まります！
●ステージ
　様々なジャンルの
　コンサートを開催します。
※写真は昨年のシビック♪フェスタの様子です。

　弦楽四重奏～ヴァイオリンとなかまたち～
　シビックセンター1階ロビーで本物のクラ
　シック音楽を堪能できるコンサート。
　弦楽四重奏の響きをお楽しみください。

共催：愛知県公立大学法人 愛知県立芸術大学　協力：株式会社ツルタ楽器
11:20～12:05、12:50～13:35、14:20～15:05（予定）

●岡崎音楽家協会による
　こどものためのコンサート
　～うたとピアノとサックスと～
　13:00～14:00
　名曲をピアノやサックスで演奏します。
　その他、リズム遊びやみんなで歌う
　コーナーもあります。

５月17日（日）10:30～16:00

狡Hiro Isaka狡Hiro Isaka

　シビックセンターの広場に植えられている色とり
どりの花々、実は市民の方々に花植えや水遣りなど
に参加していただいています。毎回、未就学児のお
子様から大人の方まで、様々な方が協力して花を植
えます。2015年度も三回の花植えが行われる予定
です。
　今年度最初の花植えを以下の日程で行います。

場所：シビックセンター交流広場
参加自由です。みなさまのご参加をお待ちしています！

●

※

●



2月27日開催

コロネット音楽大学シリーズ
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)

※2公演とも未就学児の入場はご遠慮ください。

岡崎ミュージッキング2015 参加者募集 集まれ！吹奏楽大好き人間

　アマチュア演奏家とプロの音楽家たちが世代を超えて一緒に創る「岡崎ミュージッキング２０１５」。プロの音楽家たちによるパート別レッスン、合奏レッスン、成果発表コ
ンサートを行います。音楽をする楽しみ、合奏を通じて分かち合える喜びを感じていただけるミュージッキング。吹奏楽の演奏経験がある方で、みんなで合奏を楽しみたい
方、挑戦してみたい方、楽しくミュージッキング！しましょう。
【対　　象】吹奏楽の経験があり、実施日程のすべてに参加できる方
【募集楽器】フルート、クラリネット、サックス、トランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニウム、チューバ
【定　　員】各楽器6名程度　※応募者多数の場合は抽選
【日　　時】〈練習日程〉6月20日（土）　7月12日（日）　8月23日（日）　9月12日（土）　10月17日（土）　10月24日（土）
　　　　　　　　　　 各日とも18時～21時※10月24日のみ10時～17時
　　　　　〈公演日程〉10月25日（日）　交流広場とホールで発表を行います。
【場　　所】岡崎市シビックセンター コンサートホール コロネット
【参 加 費】4,500円（レッスン代、楽譜代、運営費含む）
【応募方法】岡崎市シビックセンター館内に設置の応募用紙、またはホームページより応募用紙をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
　　　　　岡崎市シビックセンター1階総合案内にお持ちください。郵送、FAXでも承ります。
【応 募 先】〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15番地　岡崎市シビックセンター「ミュージッキング2015」係　FAX：0564-72-5110
【応募期間】2015年4月6日（月）～5月10日（日）　※抽選の結果は、5月末までにご連絡いたします。

72015 15：00開演5［日］

　

全席指定　一般／ , 円
学生（25歳以下）／ , 円

3/28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～

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。

世界最高のクラリネット奏者
ポール･メイエを中心にウェー
ルズ弦楽四重奏団、黒木岩
寿（コントラバス）、山田武彦
（ピアノ）、北野圭威秩（ドラ
ム）の豪華メンバーでクラシッ
クからジャズにいたるまでの
名曲をお贈りするスペシャル
なコンサートです。

全席指定／ , 円 発売中

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

2月17日開催

コロネット バックヤード
＆ 避難経路体験

　シビックセンターでは、コンサートホール
を利用中に避難をする事態が起きた時、
催しの開催者にも避難誘導をしていただく
ことになります。そこで、今回コンサートホー
ルを借りてくださっている方を対象にそんな
時、開催責任者としてどのような行動、対
応をして安全に避難、避難誘導をするの
かを知っていただく体験ツアーを開催しま
した。体験は、ピアノ発表会の最中に地震
が発生した想定でお客様役として避難誘
導される側と開催者として避難誘導をする
役に分かれて実演を２回行いました。参加
者の方には体験を通して避難をする事態
が起きた時の行動を理解していただけたようでした。また、避難経路ツアー終了後に
は、普段は立入ることが出来ない、舞台裏を見学していただきました。

 音楽の楽しみや喜び、生演奏の迫力と感動を味わってもらうため、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。
6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6月14日（日）15:00 アンサブル天下統一2015
◇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
「6月14日公演 ジュニアシート」係までご郵送ください。

◇締　　切：2015年5月10日（日）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

ポール・メイエ 〔クラリネット〕ポール・メイエ 〔クラリネット〕

ウェールズ
弦楽四重奏団
ウェールズ
弦楽四重奏団

狡Vandoren Edith Held狡Vandoren Edith Held 狡Wataru Sato狡Wataru Sato
北野 圭威秩
〔ドラム〕
北野 圭威秩
〔ドラム〕

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〕狡Satoshi Oono狡Satoshi Oono

　コロネット音楽大学シリーズ、今年度2回目
として開催した愛知県立芸術大学大学院2
年生の声楽を学ぶ皆さんが出演した「ボン
ジュール！オペラ」。ラヴェルの歌劇『こどもと
魔法』とビゼーの歌劇『カルメン』から抜粋し
て演奏。オペラの中で物語を説明する、学生
自ら書いたトーク台本は、お客様からも好評
で、とてもわかりやすい内容となっていました。
　このコロネット音楽大学シリーズは、シビック
センターが公演制作、広報宣伝などを行う学
生達をサポートする事業で、今回の公演も一
から創り上げるオペラとして、十二分にアート
マネージメントを学ばれていました。次年度も
引続き、本シリーズを展開していきますので、
ぜひご来場ください。

※写真は前回の様子です。

～こどもと

経路体験



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）
☆4月の休室日：６、１３、２０、２７、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！

　ジャーナリストの後藤さん
が伝えたかったことは何か？
　それを知ろうとすることが、
私達にできることではないだ
ろうか。
　あとがきの最後の一文が
今となっては切ない…。

　開店以来お引立ていただき
ましたTIPTOPシビック店は、
諸般の事情により３月１５日をも
ちまして閉店いたしました。
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。

『ダイヤモンドより平和がほしい 子ども兵士・ムリアの告白』
後藤健二／著

コンサートホールコロネット　４月のスケジュール ※3月10日現在の情報です。

スタッフのあしあと
　この号が皆さまのお手元に届く頃には、桜も咲き始めているでしょうか。
桜といえば、満開の桜の木を見上げると、ふしぎと花たちと目が合う気がしませんか？な
ぜでしょう。ほとんどの花は太陽に向かって花を咲かせますが、桜の花は下を向いて(人
間の方を向いて!?)花を咲かせるのだそう。なるほど。だから、桜の花は多くの人に愛され、
眺める私たちも思わず笑顔になってしまうのですネ。
　さて、シビックセンターでは新年度を迎え、気持ちも新たに自主事業やイベントの準備
に向けてスタッフ一同全力で取り組んでおります。咲き誇る桜のようにキラキラした皆さ
まの笑顔が見たい‥！
　今年もシビックセンターに、笑顔の花がたくさん咲きますように。 （Ｈ）

5［日］ 13：00開演
おんがくの森 コンサート
○￥500　○千北 090-3308-0497

8［水］ 11：00開始
愛知ペット専門学校入学式
○関係者　○IPC総合入学センター 0120-884-886

11［土］ 13：00開演
ピアノ発表会
○無料　○荻野 0564-26-0908

8［水］ 15：00開始
IPCペットカレッジ・NPC高等学院合同入学式
○関係者　○IPC総合入学センター 0120-884-886

18［土］ 14：00開演
チェロ＆ピアノ発表演奏会
○無料　○中尾 0564-54-6134

19［日］ 14：30開演
バイオリンコンサート’15
○無料　○グループむじつぃーれん 0564-55-6951

25［土］ 14：00開演
第3回 クラシック音楽研究会 ジョイントコンサート
○￥2,000　○クラシック音楽研究会（長坂）0564-77-4384

29［水･祝］13：30開演 ピアノ発表会
○無料　○廣村 090-8366-3831

■餡茶古珈舗 TIP TOP〈1F〉

閉店のお知らせ

☆ 室時 時 時

ロ ビ ー デ ィ
ひ な ま つ り

ス プ レ イ
　今年のひなまつりは、シビックセンターに猫のお内裏様とお
雛様が登場。みんなの幸せを願って、招き猫のように腕を挙
げて福を呼び寄せてくれていました。元気に笑うお雛様を見
て、来た人も笑顔になる、素敵なディスプレイでした。

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


