
アンサンブル天下統一2016 ゲストからメッセージが届きました！
　6月公演の「アンサンブル天下統一2016」にコアメンバーとともに出演をする、ゲストの3人のみなさん
から、メッセージをいただきました。今回は、次の3つの質問に答えていただきました。

１）「アンサンブル天下統一」のコアメンバーについて思っていること。
２）シェーンベルク「浄夜」の思い出、思い入れはありますか。
３）岡崎公演に来場されるお客様に何かメッセージをお願いします。

2016年 6月4日（土） 15：00開演　全席指定 ￥3,500　好評発売中

コロネット室内楽シリーズ
アンサンブル天下統一 2016

狡Mirco Magliocca狡Mirco Magliocca
中木 健二（チェロ）中木 健二（チェロ）

長原 幸太（ヴァイオリン）長原 幸太（ヴァイオリン）

鈴木 康浩（ヴィオラ）鈴木 康浩（ヴィオラ）

アンサンブル天下統一2016アンサンブル天下統一2016

１）日本を代表する巨匠達との共演ということで、恐れ多いという
気持ちを通り越して開き直っております。共演できることをとても
幸せに感じており、とても楽しみです。

２）初めてこの曲に出会ったのは、藝大学部1年の弦楽合奏の
授業で、合奏版を弾きました。今回初めて原曲の6重奏という
ことで、新鮮な気持ちで向き合いたいです。

３）豪華なメンバーと興味深いプログラムで、きっとお客様も僕自身
も素敵な時間になると思います！

１）クラシック音楽界を牽引するアンサンブル天下統一の御三方、
大島さん對馬さんと共演させていただける事を大変嬉しい思い
で今から楽しみにしています。

２）この曲は、所属している都響（東京都交響楽団）で2012年に
弦楽合奏版を、そのすぐ後に中木さん大島さんと共に室内楽版
を初めて演奏し、すっかりこの曲の持つ魅力に引き込まれました。

３）クラシックにあまり馴染みがない方、シェーンベルクと言う名前に
聞き馴染みがない方も多いかと思います。しかし、そんな方にも
是非聴いていただきたい非常に美しい曲です。私達ならではの
『浄夜』をご期待ください。

１）3人には公私ともに大変お世話になっていて感謝しています。
それぞれが自分の音というものを持っていて僕も自分の音を
持ちたいなぁといつも思っています。一緒に弾く時は何をしても
感じ取ってもらえる安心感があるので、自由になれます。その感
覚はとても楽しく、また一緒に弾きたいなぁと思います。

２）山の中のコテージに泊まり込んでこの曲を勉強したこと。
３）弾くメンバーが1人でも変われば同じ曲でも全く違うものになり
ます。この6人でどんな浄夜になるか僕自身楽しみです！岡崎の
皆さまと会場でお会いできる事も楽しみにしております。ぜひ、
いらしてください！

對馬 哲男（ヴァイオリン）

大島 亮（ヴィオラ）

森山 涼介（チェロ）
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ぽっぽ屋
ベビーカステラ

ステージに出演するBIRTH☆のみなさんと一緒に、太
鼓作りができます。とても良い音のする太鼓です。オリ
ジナルの太鼓を作って一緒に楽しく演奏しましょう！

音楽と食のイベント
シビック♪フェスタ 開催 5月15日(日)10:00～16：00

入場無料

4F
コンサートホール
コロネット

3F
ロビー

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

出演：la cocotte
曲目：乾杯の歌
　　　愛の悲しみ

ほか
わかりやすい解説付！

お気楽クラシック
～How to コンサート～
12：30～13：30

大好評の指揮者
体験、アナウンス
体験もあります。

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
10：30～11：30

大好評の指揮者体験、
アナウンス体験もあります。

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

1F
ロビー サックス、フルート、ピアノの

コンサート。

まずはペット
ボトルにお気
に入りのリボ
ンや色紙をつ
けて飾りをつ
けます。

みなさんも一緒に
作りましょう！
シビック♪フェスタ
当日、2階の工作
コーナーにお越し
ください！

ボトルの中にビーズ
を入れます。

ペットボトルの
切り口にゴムを
取り付けます。

シビック♪フェスタの工作コーナーでは、ペットボトルを利用した「ぽこぽこマラカス」をつくる
ことができます！今回、シビックセンタースタッフがぽこぽこマラカス作りに挑戦しました！

一緒に歌って
叩いて楽しい

シビックセンター館内：コロネット・オープンハウス

交流広場：スプリング・オープンカフェ

10：45～11：45
お馴染みの名曲をサックス
四重奏でおおくりします。

ワクワクサックス
コンサート

BIRTH☆と一緒に作って♪叩いて♪
HAPPYパーカッショ～ン

シビ♪フェスお楽しみミニミニライブ

13：45～14：45

14：30～15：30

交流広場
ステージ

羽根コーラス
☆きらり＆羽根
フォークダンス
10：15～11：00

BIRTH☆

打楽器
ライブ

11：30～12：00
BIRTH☆

打楽器
ライブ

14：30～15：00

場所：交流広場　10:00～11:00、13:00～14:00
要整理券（500円）　定員：午前の部・午後の部 各20名
※整理券は5月7日（土）9:00から、シビックセンター1階総合案内にて販売いたします。

CRUMP

ポップス
15：30～16：00

みしゅるみん

フルート＆ギター
13：30～14：00

三菱自動車
岡崎吹奏楽団
12：30～13：00

ヴァイオリン、トランペット、フルートなど
様々な楽器を体験できます

楽器っておもしろい！～わくわく楽器体験～

2F
ロビー

キッズのための工作＆ぬりえコーナー
楽器と一緒にフォトコーナー

BIRTH☆BIRTH☆

三菱自動車岡崎吹奏楽団三菱自動車岡崎吹奏楽団

みしゅるみんみしゅるみん

ぽこぽこマラカス作りに挑戦！ぽこぽこマラカス作りに挑戦！

オープン
カフェ
オープン
カフェ

完
成
！！

マルコ コーヒー サービス
コーヒー、

チョコレートドリンク

Emmy's Rich
台湾アイス、
タピオカドリンク

深谷商店
からあげ、コロッケ、
フライドポテト

Dr Kebab トルコ料理
ケバブサンド、アイス、
ポップコーン

AGUN BIMI
クレープ、

ソフトクリーム、かき氷

タコ焼八丁
たこ焼風わいるど焼き、

カステラ

ダイコック
カリカリポテト
ししちまき

Café La Poche
ジェラート

はしるインドカリー屋！
ナマステ・ダージリン
額田鹿肉とホウレン草の
ヘルシーカレーセット

ぽこぽこ
マラカス

ぎろべえ

1 2 3

太鼓作り

今年のオープンカフェの
食のテーマは「肉＆スイーツ」。
ジビエ料理も充実しています。

ジビエ

ジビエ

ジビエ

ジビエカントリーレストラン
渓流荘
猪スペアリブ、
うずら姿焼き

ジビエ

阿蔵
猪鹿お好みクレープ風、
猪鹿南蛮うどんミラカン風



おんがくにつつまれておんがくにつつまれて

3月10日開催

コロネット音楽大学シリーズ 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～

3月13日開催

コロネット リレーコンサート

　愛知県立芸術大学大学院生が中心と
なってお届けしたモーツァルト「魔笛」オリジ
ナルカット版。音楽大学シリーズはアートマ
ネジメント実践の場でもあることから制作、宣
伝、券売と公演の表方から裏方まで全てを
学生たちが中心に行いました。初めて制作
を行なう学生たちも四苦八苦しながら、公演
を作り上げていました。おかげさまで好評を
得て終演したこの公演。学生たちの大半は
卒業しますが、今回の経験を、歌い手として、
また制作スタッフとして生かしてほしいと感じ
た公演でした。

　今年は5組の演奏者で開催しました。赤ちゃん
も一緒に楽しんでもらえる内容のものから、本格
的な歌曲も聴いていただけるコンサートまで出演
者が自ら工夫を凝らして企画した演奏をお届けし
ました。

3月23日開催

コロネット バックヤード＆避難経路ツアー
　ご利用の最中に災害が発生した際の避難誘導を、実際に体験していただく避難
経路ツアーを開催しました。コロネットでの催しを計画している皆さまや、鑑賞者として
ご来場いただいている皆さまが参加しました。
　ピアノ演奏の最中に、緊急地震情報が発
報。避難誘導の際は、参加者の方に主催者
役やスタッフ役になっていただき、訓練の体
験を行いました。終了後には、舞台裏などを
見学するバックヤードツアーも開催。普段見
る事のできない舞台装置などを前に、驚きの
声が上がっていました。今後も、皆さまと一緒
に防災に取組めるプログラムを計画します。
ぜひご参加ください。

3月8日開催

ちびっこ探検隊
　今回は、岡崎市立小豆坂小学校２年生の皆さん
が、シビックセンターの探検をしました。クラスごとに分
かれて、普段は入ることのできない地下にある大きな
空調や電気の設備、コンサートホールの客席の秘密
や舞台裏の設備などを見学したほか、ステージでは
元気な声で「かえるの歌」を合唱して、クラシック専用
ホールの音の響きを体験しました。最後のハープのミ
ニコンサートでは、ハープの美しさと色とりどりに変化
する照明に歓声が上がり、アナと雪の女王の『Let It 
Go』では、かわいい歌声も聴こえていました。

　岡崎市出身、東京藝術大学准教授
チェロ奏者 中木健二、読売日本交響
楽団コンサートマスター 長原幸太、同
楽団ソロ・ヴィオラ奏者 鈴木康浩が
メンバーのレジデント・アンサンブル天
下統一。今回は、ゲストに読売日本交
響楽団ヴァイオリン奏者 對馬哲男、
神奈川フィルハーモニー管弦楽団首席
ヴィオラ奏者 大島亮、東京都交響楽
団チェロ奏者 森山涼介という3人の
若手奏者を迎えます。弦楽三重奏、弦
楽六重奏をお楽しみいただけます。

6 15：00開演4［土］ 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 2016

 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団コン
サートマスター、ライナー・キュッヒル率い
る弦楽セクションの精鋭ぞろいの弦楽四
重奏団。オール・シューベルトプログラムで、
弦楽四重奏曲第13番イ短調「ロザムン
デ」Op.29（D804）と、第15番ト長調
Op.161（D887）をお届けします。

6 15：00開演19［日］ 全席指定　一般／ , 円
学生／ , 円

発売中

7 15：00開演17［日］ 全席指定　一般／ , 円
学生／ , 円

発売中

岡崎市制100周年記念 コロネット開館15周年記念特別コンサート

キュッヒル･クァルテット 

　日本最初のプロ室内オーケストラとして誕生した「オーケスト
ラ・アンサンブル金沢」（OEK）。海外でも呼び声高きこのオーケ
ストラが、ついに岡崎に登場します。指揮は個性豊かな表現力で
観客を魅了する井上道義。今回はロマン派、近代、現代とさまざ
まな時代の曲目を揃え、OEKの魅力を井上道義が十分に発揮し
ます。チェロは、岡崎市出身であり、シビックセンター・レジデント・
アンサンブルのコア・メンバーを務める中木健二が演奏。岡崎な
らではのこの組み合わせを、ぜひご堪能ください。

岡崎市制100周年記念 コロネット開館15周年記念特別コンサート

井上道義（指揮） 中木健二（チェロ）
オーケストラ･アンサンブル金沢

狡サントリーホール狡サントリーホール

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
※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。

鈴木康浩鈴木康浩

井上道義井上道義

森山涼介森山涼介大島亮大島亮對馬哲男對馬哲男

0歳からのピアノ名曲コンサート

0歳からのピアノ名曲コンサートトトト

「花」～ピアノ＆ハープ
で贈る名曲リサイタル

「花」～ピアノ＆ハープ
で贈る名曲リサイタル

オペラを日本語の翼にのせて
オペラを日本語の翼にのせて

愛の名曲でつづるイタリアオペラコン
サート

愛の名曲でつづるイタリアオペラコン
サート

長原幸太長原幸太
中木健二中木健二

狡Mirco Magliocca狡Mirco Magliocca

　徳川家康が、天下統一を思案し偉業を果たす拠点となったのは
岡崎城です。

　6/21、23、25にはサントリーホールブルーローズにてシューベル
ティアーデと題した公演が開催されます。

　指揮者の井上道義さん。愛称はミッキー。（ミッチーではないですよ）



コンサートホールコロネット　５月のスケジュール ※4月10日現在の情報です。

■図書室〈1F〉
★図書室スタッフおすすめの１冊！

『わたしはマララ』マララ・ユスフザイ、クリスティーナ･ラム / 著
金原 端人、西田 佳子 / 訳

館内のご案内

4月下旬にシビックセンター1階ロビーに楽しい
ディスプレイが登場！ぜひお越しください。

5月8日（日）9:30から、シビックセンター交流広場で
花植えを開催します！参加自由。みんなで楽しく花を植えましょう。

☆開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は１７時迄）
☆5月の休室日：2日(月)、4日(水・祝)、5日(木・祝)、6日(金)、
 9日(月)、16日(月)、23日(月)、30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

　女性が教育を受
ける権利を訴え、イ
スラム武装勢力･タ
リバンに銃撃された
少女マララの手記。
この本と共に、教育
について、世界の子
供や女性について考
えてみてはいかがで
しょうか。

13：30開演3［火・祝］ 岡崎音楽家協会　第28回新人演奏会
○￥1,500（当日￥1,800）　○岡崎音楽家協会（大海）090-4261-5780

13：00開演4［水・祝］ 「明るく,楽しく,元気よく」相撲甚句発表会
○無料　○三河相撲甚句会 090-8073-3653

13：00開演7［土］ ピアノ発表会
○無料　○杉本 090-9026-7295

13：30開演8［日］ ナオコ音楽教室　ピアノコンサート
○無料　○ナオコ音楽教室 0564-54-2298

14：00開演21［土］ 六所レルヒェン 第3回コンサート
○要整理券　○六所神社（大竹）0564-51-2930

13：00開演22［日］ 全音連　歌の勉強会
○￥2,000　○全音連愛知岡崎支部（中根）0564-48-2904

14：00開演28［土］ 高校合唱部による第5回ジョイントコンサート
○￥300　○愛知産業大学三河高等学校 0564-48-5211

10：00開演29［日］ ピティナ･ピアノステップ岡崎5月
○無料　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

14：00開演5［木・祝］ アンサンブルシュエット　ファーストリサイタル
○一般￥1,500　学生￥1,000　○アンサンブルシュエット 050-5800-9109

（

コロネット・オープンハウス

15［日］
12：30開演 お気楽クラシック ～How to コンサート～

①10：30開演
②14：30開演

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

○無料　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

Facebookで最新情報をチェック！
岡崎市シビックセンター

グリーンハウス〈1F〉
 営業時間／8:30～21:00（L.O.20：30）

☎0564-58-1010

※ご注文時にご提示ください。※有効期限:2016年5月1日（日）～5月31日（火）

70円off
このページをご提示いただくと
コーヒー（ ）

小倉トーストセット

モーニング タイム am8:30～am11:00
ドリンク代のみでモーニングセットを

お楽しみいただけます。

ホット、アイス、
アメリカンに限る

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」行き
　乗車「岡崎市シビックセンター」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


