
弦楽器の魅力を堪能できる2公演
　６月は豪華室内楽２本立てでお届けします。
　まずは６月４日（土）「アンサンブル天下統一 2016」。地元岡崎出身、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。
　今回は第３陣。モーツァルトとシェーンベルクというプログラムです。ふたりの芸術家の音楽はあまりにも
対照的です。モーツァルトの音楽は単純明快・模範的であり、シェーンベルクの音楽はあらゆる規則を超越
してしまう前衛的な響きを持っています。似通ったところのない２人ですが、シェーンベルクは「私はモーツァ
ルトからもっとも多くのことを学んだ」と言っていました。一体どこが？こんな謎解きをしながらプログラムを聴
いてみるのも一つの楽しみでしょう。
　プログラムは、モーツァルトのディヴェルティメントとオペラ「魔笛」の主題による弦楽三重奏曲。後半は、
シェーンベルクの初期作品の中では、最も有名かつ重要な作品である「浄夜」（弦楽六重奏版）。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。
　日本を代表する若手奏者が集結する第３陣をお楽しみください。
　そして６月19日（日）には「キュッヒル・クァルテット」が登場します。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。2014年にサ
ントリーホールで行なわれたベートーヴェン・サイクルは記憶に新しいところでしょう。
　今年はオール・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月は弦楽器の魅力溢れる２公演をお楽しみください。

狡サントリーホール狡サントリーホール

シビコロ会員専用情報　今月の先行予約受付

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。
往復はがき1枚につき1公演の申し込みでお願いいたします。
予約締切　2月20日（土）必着　※一般発売日 2月27日（土）までに結果を通知いたします。

○全席指定 ￥3,5006/4
2016

［土］ 15：00開演
コロネット室内楽シリーズ
アンサンブル天下統一 2016

○全席指定 一般￥5,000 学生￥3,0006/19
2016

［日］15：00開演
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

2016年 6月4日（土） 15：00開演　全席指定 ￥3,500　2月27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 2016

2016年 6月19日（日） 15：00開演　全席指定 一般￥5,000 学生￥3,000　2月27日（土）一般発売　

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

キュッヒル・クァルテット

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）

對馬 哲男對馬 哲男 大島 亮大島 亮 森山 亮介森山 亮介
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　オペラと聞くと、敷居が高く堅苦しいものだと思われがちですが、実はそんなことはありません。今回、お届
けするW.A.モーツァルトの歌劇「魔笛」は、まさに絵本のようなファンタジーの世界。王子・タミーノは悪い魔
法使いザラストロにさらわれたという娘・パミーナを救うため、魔法の笛を持ってお城へ向かいます。そこで登
場する個性豊かなキャラクター達によってお話が繰り広げられていきます。作曲家モーツァルト自身がこよ
なく愛していたと言われるこの作品は、数あるオペラの中で高い人気を誇っており、上演はもちろん、TVなど
にも音楽が多く使用され、きっと誰もが一度は耳にしたことのある…意外にも身近なオペラなのです。
　本公演は原語（ドイツ語）上演ですが、分かりやすい日本語のお芝居をいれたオリジナルカット版、また映
像を取り入れた演出で、はじめての方も、そうでない方も、見て！聞いて！楽しめるオペラとなっております。
　さあ、私たちと一緒に、愛と笑いと、冒険がいっぱいの世界へ出かけましょう！                
　愛知県立芸術大学大学院有志による、気軽にたのしむはじめてのオペラ「魔笛」、どうぞお楽しみに。

コロネット
市民音楽フェスティバル２０１６
出演者募集

　演奏活動をしている音楽家の皆さまに、コンサートホールでの発表の機会を
提供いたします。「コロネットで演奏会を開催してみたい」「活躍の場を広げたい」
という意欲的な方々のご参加をお待ちしております。
開 催 日：２０１６年９月２４日（土）～３０日（金）計７日間
参加資格：演奏活動をしている個人またはグループ

※営利企業・プロモーターが実施するものは不可とします。
※定期演奏会（定期的に開催する演奏会）や主催団体の記念行
事的演奏会、教室等の発表会を除く（詳しくは募集要項をご覧く
ださい）

応募方法：「募集要項」をご参照いただき添付の「申込用紙」に必要事項をご
記入の上、出演者プロフィール、活動履歴を添付してシビックセン
ター１階総合案内までご提出ください。郵送でのご応募も可能です。
募集要項は、岡崎市シビックセンターホームページからもダウンロード
出来ます。

申込み期間：２０１６年２月１日（月）～２月２９日（月）
※受付時間９時～２０時まで（郵送の場合は２月２９日（月）必着）

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！

●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 モーツァルト／きらきら星変奏曲 ほか

〜

●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

〜

●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

〜

●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」
 木下牧子／おんがく、ほんとにきれい ほか

〜

●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
 アヴェ・マリア、ロリータ、忘れな草 ほか

〜

3月10日（木）『魔笛～気軽にたのしむはじめてのオペラ～』出演の
愛知県立芸術大学の学生さんからメッセージをいただきました

コロネット リレーコンサート
3月13日（日） 11：00～15：45
全席自由　￥500

※未就学児入場無料。
※入場料は当日3階入口にてお支払いください。
※プログラムの提示で何度でも入場可能です。
※満席の場合は入場制限をすることがございます。　

2016年 3月10日（木） 18：30開演　全席自由 ￥1,000　※好評発売中

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～

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。

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。

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。

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。

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。

シビックロビーコンサートVol.7
ひなまつり街角コンサート
～春に寄せる麗らかな歌～
2016年3月3日（木） 12：30～13：00
シビックセンター１階ロビー　ディスプレイ前

出演：加藤裕子（ソプラノ）、古川友理（ピアノ）
曲目：演奏会用アリア「すてきな春に」
　　　うれしいひなまつり　ほか

入場無料

　2016年最初のディスプレイは今年の干支、
おさるが主役です。大好きな露天風呂でほっこ
りあったまるおさるの親子。今年1年、みんな仲
良く穏やかに幸せに過ごせますようにの願いを
こめて、制作しました。今年も楽しいディスプレ
イをどんどん作ります。お楽しみに！

新春ロビーディスプレイ新春ロビーディスプレイ



　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
屋音楽大学音楽ビジ
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。

　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。

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。

12月5日開催

イルミネーション
コンサート

　幻想的な光の中で音楽や食事を楽しめるイルミ
ネーションコンサート。ゴスペル、トーンチャイム、バン
ジョーとアコーディオンの演奏、サンタガールズのダンス、フラメンコ、吹奏楽といった
パフォーマンスが行われ、会場がクリスマスらしい雰囲気に包まれました。また、サンタ
さんも登場し、子どもたちにプレゼントを配ってくれました。

　同時開催の「クリスマス･カフェ」では、ミネストロー
ネやポトフなど、ほっと体が温まるメニューが充実。今
年からはかわいいアイテムをそろえる雑貨屋さんも出
店し、お買い物を楽しまれる方も多く見られました。
　クリスマスにふさわしい充実したイベントでした。

12月15日開催

ちびっこ探検隊
　岡崎市立羽根小学校３年生の皆さん
が、シビックセンターの空調や電気の設備

と、コンサートホール探検をしました。専門のスタッフから説明を聞き、ピアノを弾
いたり手を叩いたりしてクラシック音楽専用ホールの音の響きを確認。照明の
操作も体験し、色が変わる様子に歓声が上がりました。
　最後にはハープの演奏を楽しみ、アナと雪の女王の『Let It Go』では、演奏
に合わせて歌声も響きわたりました。

12月25日開催

シビックロビーコンサートVol.Ⅵ
　季節感のあるディスプレイとともに音楽と
楽しめるロビーコンサート。
　7月に続き、今回の第2回目は「クリスマス・コンサート」と題し、シューベルト、
グノーの「アヴェ・マリア」や「きよしこの夜」「ひいらぎかざろう」などのクリスマ
ス・メドレーを金管五重奏でお届けしました。
　演奏は愛知県立芸術大学卒業生を中心としたFull Brass Five（全員女
性！）。一般的にはあまり馴染みのない編成でしたが、柔らかな口調で分かりや
すい曲目解説と、楽器紹介を交えながらあっという間の３０分。金管楽器の温
かみのある音色で、クリスマス気分を満喫できたのではないでしょうか。
　次回のロビーコンサートは3月3日ひな祭りに開催します！

12月19日開催

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
　大人気の「音楽の絵本」公演。今回は、ブリランテ
のメンバーにピアノのベスが加わった編成で「ホワイ
トクリスマス」、「ウィンターワンダーランド」などクリスマ
スソングから「くるみ割り人形」、「星に願いを」のクラ
シックの名曲までお贈りしました。
　演奏途中にバクさんが眠ってしまったり、トラさんの
ソロ場面では、サキソフォックスが乱入したり突然
ゴールデンターキンが登場するハプニングで動物達もお客様もビックリ！そんなドタバ
タもありましたが、最後はみんなで楽しく「ジングルベル」を演奏しました。

12月25日開催 サンタを探せ
　皆さんの大きな声でイルミネーションが点灯し、イベ
ントが始まりました。サックスの素敵な演奏のあと、お待
ちかねのシビックサンタが登場。シビックサンタと写真
を撮った方に、プレゼントを配りました。普段は入ること

ができない「クリスマスハウス」も開放し、お客様からは「来てよかった！」とお声をいた
だきました。次のクリスマスも、皆さんの笑顔に出会えることを楽しみにしています。

2 18：00開演12［金］ 全席自由／ , 円 発売中

コロネット音楽大学シリーズ 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～

ン

を

ン

吹奏楽

3 18：30開演10［木］ 全席自由／ , 円 発売中

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～

　多彩な活動で話題のピアニスト清塚信也。
クラシックの名曲からショパンのノクターン第2
番op.9-2、英雄ポロネーズ、ピアノテーマ及び
音楽監修を手掛けた2015年放送のTVドラマ
『コウノドリ』からメインテーマ「Baby,God 
Bless You」などをユーモア溢れる軽快なトーク
を交えてお贈りします。

4 15：00開演24［日］ 全席自由／ , 円 1/30発売

ようこそコロネットシリーズ

清塚信也 ピアノ･リサイタル

「シビコロ･クラシック会員2016」
「シビコロ会員」を募集中！

　シビックセンター1階総合案内もしくはホームページにある所定の申込用紙に
必要事項をご記入の上、総合案内に持参もしくはFAXにてお申し込みください。

◆シビコロ･クラシック会員2016 ※締切：2016年2月29日
・年会費5000円（有効期間2016年4月1日～2017年3月31日）。
・主催公演のチケットを優先的に予約、座席指定できます（1公演1会員2枚
　まで、座席指定は希望が重なった場合は抽選）。
・主催公演のチケット10％割引（1公演1会員2枚まで）。
・毎月、情報誌「コロネットインフォメーション」や公演チラシ、お得な情報など
　いち早くお届けします。
・その他、主催公演時のカフェでのドリンク2杯無料サービス、公演ごとの特典
など、様々なサービスをご用意いたします。
・シビックセンター1階カフェ「グリーンハウス」にて会員証の提示により飲食代
が10％割引になります。
※チケット先行販売の特典は3月末発売の公演から適用となります。
◆シビコロ会員 ※随時募集中
・会費無料。
・主催公演のチケットを、一般発売の約1週間前までに座席エリアを指定して
　ご予約いただけます。
・毎月、情報誌「コロネットインフォメーション」や公演チラシ、お得な情報など
　いち早くお届けします。



コンサートホールコロネット　２月のスケジュール ※1月10日現在の情報です。

■図書室〈1F〉グリーンハウス〈1F〉
★図書室スタッフおすすめの１冊！

『チョコレートのお菓子 大切な人との２人分レシピ』
石澤 清美 / 著

 営業時間／8:30～21:00（L.O.20：30）

館内のご案内

☆開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は１７時迄）
☆2月の休室日：1日(月)、8日(月)、12日(金)、

15日(月)、22日(月)、29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

☎0564-58-1010

※ご注文時にご提示ください。※有効期限:2016年2月1日（月）～2月29日（月）

　あなたの大切な思
いを届けてくれる
チョコレートはどれ
かな?!
　初めて作る方でも
まるでプロみたいな
仕上がりになる特別
レシピつき。重さ早
見表もついています。

11［木・祝］13：30開演 村松亜紀×水野紗希×山下俊輔 コンサート
○一般￥3,000　学生￥2,500　○ZEYO2010 080-5516-2653

13［土］ 11：00開演
Fleur バレンタインチャリティーコンサート
○要整理券　○Emi Piano Class 0564-21-5816

14［日］ 13：30開演
井田ふれあいコンサートⅧ
○要整理券　○パパさんコーラス隊（柏原）090-5105-9946

21［日］ 14：00開演
岡崎グリークラブ 創立50年メモリアルコンサート
○要整理券　○岡崎グリークラブ 0564-23-0865

17［水］ 14：00開演
愛知学泉短期大学生活デザイン総合学科 ファッションショー
○無料　○愛知学泉短期大学生活デザイン総合学科 0564-34-1212

20［土］ 13：00開演
島村楽器岡崎店 クラシック合同発表会
○無料　○島村楽器岡崎店 0564-59-1077

27［土］ 9：45開演
リトミック･ピアノ発表会
○無料　○杉山 090-3457-6025

28［日］ 10：45開演
音楽教室発表会
○無料　○まるお音楽教室 0564-74-3891

27［土］ 19：30開演

青山小枝・コントラバスコンサート 春待ちそよ風
○一般￥2,000　高校生以下￥1,000（当日￥500増）
○青山小枝こんとら武士会 080-8378-3959

7［日］ 11：30開演
コスモスの会 ピアノコンサート
○無料　○冨田 090-4218-8959

12［金］ 18：00開演

コロネット音楽大学シリーズ 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～
○全席自由￥1,000　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

スタッフのあしあと

facebook
はじめました

　シビックセンター1階の喫茶レストランが新しくなりました。名前は「グリーンハウス」。店内
は清潔感のある落ち着いた雰囲気のくつろげるスペースです。朝はドリンクにモーニングがつ
く愛知スタイル。お昼はしっかりいただけるランチメニューが充実し、夜も21：00まで営業して
います。私はお昼休みにお邪魔することが多く、サラダとスープ、ライス、ドリンクがついてメイ
ンディッシュを肉料理と魚料理のどちらか選べる日替わりランチ（980円）がおすすめです。シ
ビックセンターにご来館の際は、ぜひお立ち寄りください。 (T)

70円off
このページをご提示いただくと
コーヒー（ ）

エッグトーストサンドセット

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

岡崎シビックセンター 検索

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


