
    ７月５日（日）ポール・メイエ クラリネットスペシャル を開催します。

    設備メンテナンスに伴う臨時休館日　7/20（月・祝）

　名実共に世界のトップに立つクラリネット奏者ポール・メイエ。１３歳でソリストとしてデビュー。
フランス国内外のコンクールで優勝を果たし1984年にＮＹデビュー。完璧な技術とずば抜けた音
楽性、品のある豊かな音色を併せ持つ天才クラリネット奏者として数多くの作曲家から曲を贈られ
ています。また、指揮者としてもキャリアを積み2010～12年には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。今回の公演では、クラリネットのために書かれた作品に加え、クラリネッ
トの歴史を語る上では欠かせないジャズやポピュラー音楽の作品も盛り込んだ幅広い音楽を弦楽
器や打楽器との演奏でお贈りいたします。
　共演は、2008年のミュンヘンARD国際音楽コンクールでは、日本人団体として東京クァルテッ
ト以来38年ぶりに第3位入賞、その後ヨーロッパでも活動の場を広げている若手注目株のウェール
ズ弦楽四重奏団。
　コントラバスは、八ヶ岳高原音楽祭、霧島国際音楽祭、ポーランドやバルセロナで開催されている
音楽祭にも出演のほか、水戸室内管弦楽団、サイトウ・キネン・オーケストラなど名だたるオーケスト
ラで活躍、映画「おくりびと」の録音にも参加した黒木岩寿。
　ピアノには、的確でおおらかなアンサンブル、色彩豊かな音色が好評を博しコンサート、録音、放
送等でソリストから厚い信頼を得ている山田武彦。
　そしてドラムは、東京佼成ウィンドオーケストラを始めＮ響、読売日響、東フィル、名フィル等数多
くのオーケストラで活躍のほか、ラテンやジャズ、ポップスなどオールラウンドプレーヤーとして活動
の場を広げている北野圭威秩が演奏します。
　東海地区では岡崎のみの開催です。どうぞ、お聴き逃しなく！

プログラム
テレマン：シャリュモー（クラリネットの元祖）のための協奏曲（クラリネット＆弦楽合奏）
ウェーバー：クラリネット五重奏曲（クラリネット＆弦楽四重奏）
ヴェルディ：リゴレットによる変奏曲（クラリネット＆ピアノまたは弦楽合奏）
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（クラリネット＆弦楽四重奏）
ロッシーニ：序奏、主題と変奏（クラリネット＆弦楽合奏）
プロコフィエフ：ヘブライの主題による序曲（弦楽四重奏、ピアノ、クラリネット）
コープランド：ノットゥルノ（ピアノ＆クラリネット）
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（ピアノ＆クラリネット）

　ベニー・グッドマンの曲目は当日のお楽しみです！
※公演の内容は一部変更になる場合がございます。

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
※好評発売中

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
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コロネット市民音楽フェスティバル２０１５
開催期間：9月23日（水･祝）～10月2日（金）

7月7日（火）七夕の日に1階でロビーコンサー
トを開催します。七夕らしく“星に願いを”、“愛
の挨拶”など星や愛をテーマにした曲をヴァイ
オリンとピアノで演奏します。どうぞ、お気軽に
お立ち寄りください。
日時：7月7日（火）１２：３０～１３：００
場所：シビックセンター1階ロビー
出演：浅井由紀（ヴァイオリン）
　　　北平純子（ピアノ）

　今年で14回目になるシビックセン
ター恒例の夏祭り。盆踊り、ダンス
や演奏のパフォーマンス、子どもた
ちに人気のゲームや風船つりなど盛
りだくさん！おもいっきり踊って、暑
い夏をふきとばそう!

シビック･ロビーコンサート Vol.5
ヴァイオリンとピアノで贈る
七夕コンサート
～星と愛のメロディー～

5月17日開催

シビック♪フェスタ

　館内から外の交流広場まで、シビックセンター全体が音楽で溢れるイベント、
シビック♪フェスタが今年も開催されました。

　コンサートホールでは指揮者に田久保裕一氏
を迎えて「岡崎フィルハーモニー管弦楽団スプリ
ングコンサート」と岡崎音楽家協会による「こども
のためのコンサート」を開催。指揮者体験コー
ナーや会場のお客様も一緒に歌ったりと、どちら
のコンサートも笑顔がいっぱいでした。

　1階ロビーで気軽にコンサートを鑑賞できるロ
ビーコンサートは、岡崎音楽家協会のメンバーが
出演。フルート、サックス、ピアノによる「わくわくス
プリングコンサート」では、サザエさんやとなりのトト
ロのメドレーなど、楽しく口ずさめる曲を演奏。活
気あふれるロビーになりました。「弦楽四重奏～
ヴァイオリンとなかまたち～」では、モーツァルトやヴィヴァルディなどの演奏に加え
指揮者体験も行い、クラシック音楽を身近に体感できる構成で、ロビーを魅了して
いました。
　館内では、楽器と一緒に記念撮影ができるフォトコーナー、工作やぬりえをお楽
しみいただけるキッズコーナーも多くの家族連れで賑わいました。

　交流広場では、台湾ラーメンや、カレーと
いったスパイシーな食べ物から、クレープ、ジェ
ラートなどの甘いものまで、多くのお店が集ま
り、どの店も行列ができるほどの盛況振りでし
た。ステージでは、フォークダンス、コーラス、ア
イリッシュミュージック、スティールパンなどの

様々なジャンルのパフォーマンスが行われ、ある時はおいしい食べ物を楽しみなが
ら美しい音楽に聞き入ったり、ある時はアーティストと一緒になって飛び跳ねたり
と、みなさん思い思いのスタイルでオープンカフェをお楽しみいただきました。

　来年の春もぜひシビック♪フェスタにお越しください。

　2階のロビーでは、愛知県立芸術大学
の学生による楽器体験コーナーを開催。
今回は、ツルタ楽器さんに楽器のご協力
をいただき、ヴァイオリンや木管金管楽器
を子どもから大人まで体験できるよう、さま
ざまなサイズを取り揃えました。体験され
た方は、「初めてだったのに音が出た」

「すぐにでも習いたい」など、ご満悦の様子が至るところで見受けられました。学生
による楽器クイズも大好評でした。

※9月25日（金）～9月27日（日）はコロネット市民音楽フェスティバルに
　関連する公演はございません。
※公演の詳細については各主催者へお問合せください。

浅井由紀・北平純子
ヴァイオリン＆ピアノ
デュオ リサイタル
○14:00開演　○500円
○浅井 090-6468-0685

923水・祝
Ｆｉｏｒｅ
～山本紗友理 徳弘華奈子
　　　　ピアノコンサート～
○18:30開演　○無料（要整理券）
○山本 080-4539-3133

928月
Ｐａｐｐａｔａｃｉ
～歌って歌って陽気にオペラ！～
○18:45開演　○1,000円
○Dream Music Factory
　（橋本）052-734-2750

930水
佐野信幸 Ｌｉｖｅ ２０１５
～ココロの種～

○19:00開演　○1,000円
○佐野 090-1984-3727

102 金

笑顔をあなたに
～名曲を
 マリンバにのせて～
○18:30開演　○1,000円
○伊藤 090-8458-9714

924木
ガッキーとゆかいな音楽仲間コンサート
～夢のハッピートレインで出かけよう～

○17:30開演　○500円
○仲川 090-3937-1367

929火
Ｔｒｉｏ紫陽花　音楽の旅
～秋の夜長に響く魅惑のトリオ～

○18:45開演　○1,000円
○チケット紫陽花（鈴木）090-3307-1220

101 木

シビックセンター 夏祭り

１７:００～２１:００（予定）　小雨決行
場所：シビックセンター交流広場、花北ふれあい公園

２０１５年７月２５日（土）・７月２６日（日）

チケット：7月1日（水）一般発売

入場無料



※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。

92015

19：00開演15［火］ 全席指定　一般／ , 円
学生（25歳以下）／ , 円

発売中

Okazaki Super Classic Concert

エマニュエル･パユ & クリスティアン・リヴェ
AROUND THE WORLD アラウンド･ザ･ワールド
21世紀のフルート・キング エマニュエル・パ
ユと、パユの学生時代からの盟友であるギタ
リストのクリスティアン・リヴェ。このふたり
が世界の音楽で旅をします。スペイン、フラン
ス、イタリア、インド…とあらゆる国の作曲家
の演目を奏でます。さまざまな音色は、聞く
人も世界旅行に誘ってくれることでしょう。

世界で活躍するフルート・キング、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団首席フルート
奏者のエマニュエル・パユによる公開レッスンの受講者が決定いたしました。

エマニュエル･パユ
フルート公開レッスンの
受講者決定！

ピアノの疑問や質問を解決できるワークショップを開催します。
日　　時：2015年8月20日（木）14:00～16:00
会　　場：岡崎市シビックセンター コンサートホール コロネット
お　　話：宮北哲也（名古屋ピアノ調律センター）　ピアノ演奏：近藤杏美
対　　象：小学3～6年生
定　　員：30名（抽選）
参 加 費：無　料（要事前申込）

※ピアノを習っていない方でもご参加いただけます。
※保護者の方、対象年齢に達しないお子さまは、同伴に限り当日ワーク
ショップの様子をご見学いただけます。

内　　容：ピアノの構造、音の出る仕組み、体験コーナー　など
応募方法：往復はがきの往信部分に①～⑦を明記

①氏名（ふりがな）　②性別　③年齢 学年　④郵便番号 住所
⑤電話番号　⑥保護者氏名（ふりがな）
⑦見学の有無（保護者１名と同伴となる対象年齢に達しないお子さま）
返信表面に、応募される方の宛先を記入の上、岡崎市シビックセンター
「こどもワークショップ」係までご応募ください。

募集期間：7月1日（水）～7月1１日（土）消印有効

こどもワークショップ Vol.4
けんばんのひ･み･つ
～ピアノの中を冒険してみよう～
参加者募集！

◆夏休みキッズお仕事体験「こどもレセプショニスト」参加者を募集中です。
　日時：2015年8月8日（土）13:00～17:00　締切：7月15日（水）必着
◆コロネット リレーコンサート 出演者募集
　開催日：2016年3月13日（日）　募集期間：7月1日（木）～31日（金）必着
◆以下の公演について、ジュニアシートを募集いたします。
　蘆2015年9月15日（火）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
　蘆2015年9月26日（土）ソロ・デビュー15周年 上妻宏光｢生一丁｣Tour2015 ”伝統と革新”
　募集期間：7月10日（金）～8月10日（月）

　詳しくはホームページをご参照いただくか、お問い合わせください。

シビックセンターからの
お知らせ

狡Lutz Voigt Laneder狡Lutz Voigt Laneder
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15：00開演26［土］ 全席指定　一般／ , 円 残席わずか

Okazaki Exciting Stage Series

ソロ・デビュー15周年 上妻宏光｢生一丁！｣Tour2015 "伝統と革新"
数々の津軽三味線大会で優勝するなど輝かしい実績
をもち、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
ルを超越した創作を続けています。上妻宏光の真骨
頂である津軽三味線の生音の響きを体感できるプレ
ミアムな公演です。

102015

15：00開演18［日］ 全席指定 一般／ , 円 6/27発売

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。この公演では、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「イパネマの娘」や「ベサメ・
ムーチョ」など、どこかで聴いたことがある名
曲までをお贈りします。ギターの魅力をたっぷ
りとお楽しみいただけます。

102015

15：00開演4［日］ 全席指定 一般／ , 円 6/27発売

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 6/27発売

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スまで、
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「ディベルティメント 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。新
世代を代表するフランスの若手実力派カル
テット。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

2015年9月14日（月）17：00開演（16：30開場）
コンサートホール コロネット　聴講無料

エマニュエル・パユ フルート公開レッスン 狡Lars Borges／Mercury Classics狡Lars Borges／Mercury Classics

狡Julien Mignot狡Julien Mignot

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

蘆川尻　愛
　（愛知県立
　西春高等学校3年）
　サンカン：ソナチネ

蘆山本　葵
　（東京芸術大学大学院
　音楽研究科修士課程フルート専攻）
　モーツァルト：フルート協奏曲
　第2番 ニ長調 K.314

蘆細川杏子
　（愛知県立
　芸術大学4年）
　モーツァルト：
　フルート協奏曲
　第1番 ト長調 K.313

川尻 愛川尻 愛

細川杏子細川杏子

山本 葵山本 葵

狡Hiro Isaka狡Hiro Isaka



業務時間：9時～21時（日曜日・祝日は9時～17時） 
休 業 日：月曜日・祝日の翌日・12月29日～1月3日

■図書室〈1F〉■南部市民センター
★図書室スタッフおすすめの１冊！

　さあみなさん、これから数の
世界へ冒険に出かけましょう。
自分の頭で考え、自分の手で
計算してみてください。数のマ
ジシャンになって、お父さん・お
母さんをビックリさせてしまい
しょう。　南部市民センターは生涯学習活動の拠点として、 定

期講座・企画講座をはじめ各種の生涯学習事業を展開
しています。和室、講習室、料理講習室、体育集会室の
貸出に関しては南部市民センターにお問合せください。

『わくわく数の世界の大冒険』 桜井　進 / 著
ふかわこういちろう / 絵

コンサートホールコロネット　７月のスケジュール ※6月10日現在の情報です。

時には家族でクラシックvol.６～魔法使いの弟子～
○大人￥1,500（当日￥2,000） 3歳～中学生￥800（当日￥1,000）
○コンサートグループ花音～かのん～（天野）0564-63-21854［土］ 14：00開演

    七夕ロビーディスプレイ　7/7（火）まで展示中！
願い事を書く短冊もあります！ぜひお越しください。

19［日］ 10：15開演
2015カワイミュージックフェスティバル
○無料　○カワイ音楽教室 愛知事務所 0564-71-7147

11［土］ 13：00開演
辻村音楽教室発表会
○無料　○辻村 090-4157-4529

12［日］ 12：30開演
音楽教室発表会～すいーとぴーの会～
○無料　○すいーとぴーの会 090-4257-9371

21［火］ 10：00開演
（予定）　

ピティナ･ピアノコンペティション岡崎地区予選
○無料　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

27［月］ 18：30開演
光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部 サマーコンサート
○無料　○光ヶ丘女子高等学校吹奏楽部 0564-51-5651

28［火］ 18：00開演
第13回 日中友好 王侃 二胡＆伝統楽器コンサート　
○￥3,000　○岡崎市日中友好協会事務局 0564-21-8224

29［水］ 14：00開演
ふれあいコンサート
○要整理券　○岡崎市立竜南中学校オーケストラ部 0564-54-4400

22［水］ 10：00開演
（予定）　

ピティナ･ピアノコンペティション岡崎地区予選
○無料　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

7［火］ 13：30開演
暮らしに役立つ金融経済講演会「消費者問題の実態」
○要整理券　○愛知県金融広報委員会・岡崎市 052-954-6603

15［水］ 10：00開始
岡崎市幼児交通安全指導者研修会
○関係者　○岡崎市・岡崎市交通安全推進協議会 0564-23-6340

5［日］ 15：00開演

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～
○全席指定一般￥5,000　学生（25歳以下）￥3,000
○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

スタッフのあしあと
　日に日に暑くなり、いよいよ夏本番を迎えますね。旅行やキャンプ、海水浴など、
この夏の計画を立てている方も多いかと思います。そんな夏の計画に、シビックセンター
の催しも加えてみてはいかがでしょうか。この夏のシビックセンターでは、クラシックから
ジャズにいたるまでの名曲を楽しめる、「ポール･メイエ クラリネットスペシャル」、盆踊
りやゲーム、夜店などで盛り上がる「シビックセンター夏祭り」、親子で絵本の読み聞か
せが楽しめる「お話の森」、キッズお仕事体験、そしてこどもワークショップなど、楽しい
イベントがいっぱいです。素敵な夏の思い出作りに、ぜひシビックセンターにお越し
ください。 （T）

世
自
計
ジ
母
し

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）
☆7月の休室日：6（月）、13（月）、20（月）、21（火）、27（月）
☆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

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


