
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。
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午後のひと時を、上質なクラシックと共に過ごしませんか

2016.7 

　今回、若手演奏家のセルゲイ・マーロフ、岩崎洵奈が登場します。

　セルゲイ・マーロフは、サンクト・ペテルブルグ出身。彼を一言で言い表すならば「二刀流」。ハイフェッツ国

際ヴァイオリンコンクール、東京国際ヴィオラコンクールとヴァイオリンとヴィオラのそれぞれの国際コンクー

ルで優勝をしている稀有な存在です。バイエルン放送交響楽団、ウィーン放送交響楽団、ロンドンフィルな

どとも共演しており、欧州各国の室内楽音楽祭に招かれています。

　岩崎洵奈は、岡崎市出身。東京藝術大学を経て、ウィーン国立音楽大学ピアノ演奏科を首席で卒業。

数々の国際コンクールで入賞を重ね、2010年第16回ショパン国際ピアノコンクールではディプロマ賞を

受賞し、審査員のマルタ・アルゲリッチ氏から賞賛を受けました。2015年にはＣＤデビューを果たし、活躍の

場を広げる新進気鋭のピアニストです。

　2人のデュオは、見ていて微笑ましくなるほど信頼関係が見て取れます。お茶目な2人ですが、演奏に入

ると一変。エキサイティング、そして熱い思いの伝わる演奏を繰り広げます。

　ランチタイムのあとの、午後の穏やかなひと時を座席数約400席という小ホール、奏者の息遣いまでが

間近に感じられる特別な空間で、クラシックの名曲と、演奏家の超絶技巧を味わうことができる貴重な機会

です。

是非、足をお運びください。

■図書室〈1F〉
★図書室スタッフおすすめの１冊！

『カクレクマノミは大きいほうがお母さん』
鈴木克美 / 作、石井 聖岳 / 絵

館内のご案内

☆開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は１７時迄）

☆7月の休室日：4日(月)、11日(月)、18日(月･祝)、

 19日(火)、25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

　鮮やかな模様で人
気者の｢カクレクマノ
ミ｣。実は不思議が
いっぱいの魚なので
す。そんなカクレクマ
ノミの生態を、丁寧な
絵と解説で教えてく
れる科学絵本。水族
館に行った気分で読
んでみてはいかがで
しょうか。

今年度シビックセンターは開館15周年を迎えました。これを機に、ご愛読いただいており

ます「コロネットインフォメーション」をリニューアルいたします。年4回（4、7、10、1月

号）は、コンサートや施設の情報をボリュームアップし、地域の情報を加えて、8ページで

お届けします。そのほかの月は、主催公演の情報を中心に、見やすくわかりやすく、2ペー

ジで情報をお届けします。リニューアルは、次号8月号からです。どうぞ、お楽しみに。

2016年 11月22日（火） 14：00開演
全席指定 ￥2,000

※7月23日(土)一般発売

ぶらりコロネットシリーズ

セルゲイ･マーロフ（ヴァイオリン・ヴィオラ）
＆ 岩崎洵奈（ピアノ）

狡Kei_Uesugi狡Kei_Uesugi

岩崎 洵奈（ピアノ）岩崎 洵奈（ピアノ）
狡Julia_Wesely狡Julia_Wesely

セルゲイ･マーロフ（ヴァイオリン･ヴィオラ）セルゲイ･マーロフ（ヴァイオリン･ヴィオラ）

シビコロ会員専用情報　今月の先行予約受付

コロネットインフォメーションリニューアルのお知らせ

設備メンテナンスに伴う臨時休館日 7/18（月・祝）

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ご郵送ください。

予約締切　7月15日（金）必着　※一般発売日 7月23日（土）までに結果を通知いたします。

○全席指定　

一般￥2,00011/22
2016

［火］14：00開演

ぶらりコロネットシリーズ

セルゲイ･マーロフ＆岩崎洵奈

13：30開演2［土］
ソプラノ･テノール デュオリサイタル 夏のロマンティック　
○￥1,500　○夏のロマンティック運営委員会 070-1467-7725

14：00開演9［土］
クラシック音楽研究会 Joint Concert Vol.4
○￥2,000　○クラシック音楽研究会 畔柳 0564-52-2897

13：00開演10［日］
オルゴールの会 リトルコンサート2016
○無料　○市川 090-4793-0284

13：00開演16［土］
知立メロディア楽器音楽発表会
○無料　○知立メロディア楽器 0566-84-2137

15：00開演24［日］
ＪＣＮ発声研究会・歌の勉強会
○無料　○パピーズ子どもミュージカル 090-2266-6085

14：00開演27［水］
竜南中学校ふれあいコンサート
○無料　○竜南中学校 0564-54-4400

未定21［木］
第40回ピティナ・ピアノコンペティション岡崎予選
○無料　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

未定22［金］
第40回ピティナ・ピアノコンペティション岡崎予選
○無料　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

10：00開始13［水］
平成28年岡崎市幼児交通安全指導者研修会
○関係者のみ　○岡崎市交通安全推進協議会 0564-23-6340

14：30開演3［日］
第3回彩愛～Ｓａｒａ～フルート発表会
○無料　○彩愛～Ｓａｒａ～ 090-1237-4856

18：00開演1［金］
日中交流音楽の夕べ
○￥2,500　○岡崎日中友好協会 0564-21-8224

15：00開演17［日］

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
○一般￥6,000　学生（25歳以下）￥3,000
○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

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7月1日～7月31日

70円off
このページをご提示いただくと

コーヒー（ ）

シューアイス

ティータイムサービス 14:00～LAST
ティータイムには、ドリンク代のみで、
９種類から選べるスイーツを
おひとつお楽しみいただけます。

ホット、アイス、
アメリカンに限る

フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調

ショパン：バラード第1番 ト短調 op.23

イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ ホ長調 op.27-6

ヴュータン：ヴィオラ・ソナタ 変ロ長調 op.23

サン＝サーンス（イザイ編）：ワルツ形式の練習曲

曲　目

七夕ディスプレイは
7月7日（木）まで
展示予定

春のロビーディスプレイ春のロビーディスプレイ
　今回のディスプレイは5月15日（日）に開催さ
れた「シビック♪フェスタ2016」を宣伝、応援
するディスプレイとして制作しました。かわいい
鼓笛隊がイベントを盛り上げようと音楽を演奏

している様子です。衣装は画用紙を1枚1枚染めて作りました。
　緊張気味の男の子、お姉さん気質でメンバーに活をいれる女の子・・・それ
ぞれ表情ゆたかに個性が表現されています。スタッフの間ではクールな表情
でフルートを吹く男の子が1番人気でした！この応援団のおかげでシビック♪
フェスタ2016はこれまでの最高の人出となり、1日中、笑顔があふれるイベ
ントとなりました。

七夕ロビーディスプレイ七夕ロビーディスプレイ
　次のディスプレイは七夕です。見た
目に美しいだけでなく、短冊に願い事
を書くことができます。今年もぜひシ
ビックセンターの笹にお願いをつけて
くださいね！

　次のディスプレイは七夕です。見た
目に美しいだけでなく、短冊に願い事
を書くことができます。今年もぜひシ
ビックセンターの笹にお願いをつけて
くださいね！

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
 0564-72-5111㈹

チケットぴあ
 0570-02-9999

ローソンチケット
 0570-084-004

ツルタ楽器岡崎店（岡崎市羽根町字若宮24-3）
 0564-53-8950

富士プレイガイド（岡崎市吹矢町67）
 0564-23-3838

芸文プレイガイド（愛知芸術文化センターB2F）
 052-972-0430

 0564-72-5111㈹
 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

※電話予約受付は発売日の翌日から
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日　　時：2016年8月24日（水）　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） 他

対　　象：小学生3年～6年生

定　　員：30名（応募者多数の場合は抽選となります）

参 加 費：無料（要事前申し込み）

※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の　

ワークショップの様子をご覧いただけます。

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保護者連絡先（Email等含め連絡のつきやすいもの）

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、応募される方のあて先をご記入の上、

岡崎市シビックセンター「こどもワークショップ」係までご郵送ください。

申込期間：7月1日（金）～7月11日（月）当日消印有効

5月15日開催

シビック♪フェスタ 2016

5月8日開催 花植え

Review

　シビックセンター館内、交流広場ともに開放

し、音楽と食を楽しむイベント「シビック♪フェス

タ2016」が5月15日（日）に開催されました。

　コンサートホールでは「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」と岡崎音楽家協会による「お気楽クラ

シック～How toコンサート～」で、本格的なクラシック音楽をお楽しみいただきまし

た。また、アナウンス体験、指揮者体験コーナーや楽器クイズも盛り上がりました。

　3階の楽器体験コーナーは、朝早くから多

くの方が並ばれるほどの盛況ぶりでした。お

子さまだけでなく、大人の方にもお楽しみい

ただけたようです。今年は、新たな体験楽器

にチェロを加えました。講師の先生方の指導

も熱心で、どの楽器も列が途切れないほど

人気でした。

　1階のロビーコンサートは、出演者の演奏

力、そしてお客様を巻き込んでの工夫もあり、

例年より長いはずの1時間の演奏時間が

あっという間に感じました。音楽に合わせて、

一緒に手を叩き、そして歌い、ロビーはお客様

でいっぱいになりました。

　5月8日（日）シビックセンター交流広場で「花植え」を開催しました。今回は48名

の方にご参加いただき、大人数でとても賑やかに花を植えました。作業後のプレ

ゼント抽選会ではお菓子や缶詰などが当たり、パイナップルが当たったときには、

驚きの歓声が上がりました。シビックセンターにいらっしゃった際には、ぜひ交流広

場のプランターにも目を向けてみてください。

10 15：00開演15［土］ 全席指定／ , 円 6/25発売

　今年デビュー10周年を迎えた若き

バンドネオン奏者の三浦一馬が6年ぶ

りにコロネットに登場します。今回の

「三浦一馬 plays ガーシュウィン＆ピ

アソラ」は、アメリカを代表する作曲家

ジョージ・ガーシュウィンと、幼少期を

ニューヨークで過ごしたアストル・ピア

ソラの作品を、バンドネオンとヴァイオ

リン、ピアノ、コントラバス、ギター、

パーカッションでお届けするコンサート

です。

ようこそコロネットシリーズ

三浦一馬 plays
ガーシュウィン＆ピアソラ

7 15：00開演17［日］ 全席指定　一般／ , 円

学生／ , 円
残席わずか

　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

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。

井上道義井上道義

横田 愛横田 愛横田 彩横田 彩

オーケストラ・アンサンブル金沢　第1コンサートマスター

アビゲイル・ヤング氏が第10回「岩城宏之音楽賞」を受賞しました。

　7/21、22には、フェスティバルホールで行われる、井上道義指揮に

よる大阪フィルハーモニー管弦楽団の演奏会に出演します。

　クラシック音楽を中心とした演奏をリレー形式で行い、お客様に様々な音楽を楽し

んでいただくコロネットリレーコンサートの出演者を募集いたしします。

開 催 日：２０１７年３月５日（日）　１１:00～１６:00（予定）

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

対　　象：演奏活動をしている個人またはグループ　  

※営利企業・プロモーターなどが実施するものは、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。

内　　容：クラシックを中心とした４０～４５分程度の演奏を１組とし、数組の出演者

を募集します。

※生音を中心としたコンサートとし、PAを使用しないものとします。

※広く一般の方に親しんでいただける名曲を取り入れた内容にしてください。

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、参考音源の３点を添付してシ

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

ドできます。

申込期間：2016年8月1日（月）～9月15日（木）必着

※受付時間：9：00～20：00

コロネット
リレーコンサート
参加者募集

こどもワークショップ Vol.5

けんばんのひ・み・つ
～目でみて、手でふれ、耳で聴き～

参加者募集！

　フルートデュオ、彩愛～Ｓara～がお届

けするお昼のコンサート。息のあったフ

ルートのキラキラと澄んだ音色で初夏に

ピッタリな曲などを演奏します。

シビックロビーコンサートVol.8

星空と情熱の調べ
2016年7月7日（木） 12：30～13：00
会場：シビックセンター1階ロビー

入場無料

出演：彩愛～Ｓara～【横田 彩、横田 愛】

曲目

エルガー：愛のあいさつ

ハーライン：星に願いを

モーツァルト：キラキラ星変奏曲（抜粋）

ビゼー：カルメン　ほか

　今年で15回目の開催となる、

シビックセンター夏の風物詩。盆

踊り、ダンスや演奏のパフォーマ

ンス、夜店、子どもたちに人気の

ゲームや風船つりなど、楽しいこ

とが盛りだくさん！おもいっきり

踊って、暑い夏をふきとばそう！

シビックセンター夏祭りシビックセンター夏祭り
7月30日（土）、31日（日） 17:00～21:00
場所：シビックセンター交流広場、花北ふれあい公園

Topics コロネット市民音楽フェスティバル２０１6
9月24日（土）～9月30日（金）

※9月26日（月）、9月29日（木）は、

　コロネット市民音楽フェスティバル2016に

　関連する公演はございません。

※公演の詳細につきましては、

　各主催者へお問い合わせください。

開演：14:00

出演：坂本実奈美（フルート）

　　　佐々木遥香（ハープ）

入場料：￥1,000

※未就学児入場不可

お問合せ：佐々木

090-9938-2350

曲目：ボルヌ/カルメン・ファンタジー

　　　イギリス民謡/グリーンスリーブス変奏曲 ほか

チケット発売日：7月1日(金)より

フルート＆ハープデュオ ～結～
秋に楽しむクラシックコンサート

ゆい

9
24 土

開演：14:00
出演：石川恵梨（ピアノ）
　　　柴草幹男（フルート）
　　　平井貴（ギター）
入場料：￥1,000
※未就学児無料
　（親子室の利用をお願いします。）
お問合せ：平井090-9957-3474
曲目：モーツァルト/きらきら星変奏曲
　　　ショパン/前奏曲「雨だれ」ほか

石川恵梨 with 撥水（はっすぃ～）
ピアノ・フルート＆ギター・
TRIO CONCERT

9
25 日

開演：19:00
出演：トロンボーンエンジェルス
入場料：中学生以上￥1,000
３歳以上小学生以下￥500
※３歳未満無料
お問合せ：照喜名
090-2929-4911
曲目：ビゼー/歌劇『カルメン』より
　　　　　　　　　　　　　ほか

トロンボーンエンジェルス
岡崎公演　天使の歌声

9
27 火

開演：18:30
出演：岡崎市医師会
　　　　　　　音楽同好会
入場料：無料
※未就学児無料
　（親子室の利用をお願いします。）
お問合せ：岡崎市医師会
0564-52-1571
曲目：リスト/『巡礼の年』第1年
　　　「スイス」より ほか

9
28 水

岡崎市医師会音楽同好会「秋の音楽祭」
秋を彩るプロとアマチュア音楽家による
ガラコンサート

開演：19:00
出演：宇多村仁美（ソプラノ）
　　　近藤杏美（ピアノ）
入場料：￥1,000
※未就学児無料
　（親子室の利用をお願いします。）
お問合せ：宇多村
080-3061-8469
曲目：ロッシーニ/ヴェネチアのレガッタ
　　　ドニゼッティ/歌劇『アンナ・ボレーナ』より「私の生まれたあのお城」ほか

宇多村仁美・近藤杏美
ジョイントリサイタル
ピアノと歌の調べに寄せて

9
30 金

　2階のキッズコーナーでは、ペットボトルを使

用し、簡単で楽しい工作で、「ぽこぽこマラカ

ス」と「ギロべえ」を作りました。人気のあまり、

多めに用意した材料もお昼過ぎにはなくなるほ

どでした。ちびっこはやはり工作が大好きなの

ですね。スタッフも一緒に楽しむことができました！

　音楽と食のイベントを象徴するエリアが交流広場のオープンカフェ！特設ス

テージでは、さまざまなジャンルの音楽の演奏やダンスがあり、それを囲むようにお

いしいお店が並び、広場内は常に多くの人でにぎわいました。今年の飲食出店の

テーマは「ジビエ＆スイーツ」。ジビエの人気

は思った以上で、長い行列もできました。

　太鼓作りのワークショップでは、難しい作

業もあり、苦戦する子どももいましたが、全

員見事な出来栄えで、BIRTH☆さんと一

緒に誇らしげに演奏する姿がとても印象的

でした。

　初夏の気持ちよい屋外で、音楽と食を

存分に楽しんでいただけたのではないで

しょうか。

Facebookで最新情報をチェック！
岡崎市シビックセンター

狡ビクターエンタテインメント



日　　時：2016年8月24日（水）　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） 他

対　　象：小学生3年～6年生

定　　員：30名（応募者多数の場合は抽選となります）

参 加 費：無料（要事前申し込み）

※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の　

ワークショップの様子をご覧いただけます。

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保護者連絡先（Email等含め連絡のつきやすいもの）

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、応募される方のあて先をご記入の上、

岡崎市シビックセンター「こどもワークショップ」係までご郵送ください。

申込期間：7月1日（金）～7月11日（月）当日消印有効

5月15日開催

シビック♪フェスタ 2016

5月8日開催 花植え

　シビックセンター館内、交流広場ともに開放

し、音楽と食を楽しむイベント「シビック♪フェス

タ2016」が5月15日（日）に開催されました。

　コンサートホールでは「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」と岡崎音楽家協会による「お気楽クラ

シック～How toコンサート～」で、本格的なクラシック音楽をお楽しみいただきまし

た。また、アナウンス体験、指揮者体験コーナーや楽器クイズも盛り上がりました。

　3階の楽器体験コーナーは、朝早くから多

くの方が並ばれるほどの盛況ぶりでした。お

子さまだけでなく、大人の方にもお楽しみい

ただけたようです。今年は、新たな体験楽器

にチェロを加えました。講師の先生方の指導

も熱心で、どの楽器も列が途切れないほど

人気でした。

　1階のロビーコンサートは、出演者の演奏

力、そしてお客様を巻き込んでの工夫もあり、

例年より長いはずの1時間の演奏時間が

あっという間に感じました。音楽に合わせて、

一緒に手を叩き、そして歌い、ロビーはお客様

でいっぱいになりました。

　5月8日（日）シビックセンター交流広場で「花植え」を開催しました。今回は48名

の方にご参加いただき、大人数でとても賑やかに花を植えました。作業後のプレ

ゼント抽選会ではお菓子や缶詰などが当たり、パイナップルが当たったときには、

驚きの歓声が上がりました。シビックセンターにいらっしゃった際には、ぜひ交流広

場のプランターにも目を向けてみてください。

10 15：00開演15［土］ 全席指定／3,500円 6/25発売

　今年デビュー10周年を迎えた若き

バンドネオン奏者の三浦一馬が6年ぶ

りにコロネットに登場します。今回の

「三浦一馬 plays ガーシュウィン＆ピ

アソラ」は、アメリカを代表する作曲家

ジョージ・ガーシュウィンと、幼少期を

ニューヨークで過ごしたアストル・ピア

ソラの作品を、バンドネオンとヴァイオ

リン、ピアノ、コントラバス、ギター、

パーカッションでお届けするコンサート

です。

ようこそコロネットシリーズ

三浦一馬 plays
ガーシュウィン＆ピアソラ

7 15：00開演17［日］ 全席指定　一般／6,000円
学生／3,000円

残席わずか

　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

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。

井上道義井上道義

横田 愛横田 愛横田 彩横田 彩

オーケストラ・アンサンブル金沢　第1コンサートマスター

アビゲイル・ヤング氏が第10回「岩城宏之音楽賞」を受賞しました。new
s

　7/21、22には、フェスティバルホールで行われる、井上道義指揮に

よる大阪フィルハーモニー管弦楽団の演奏会に出演します。new
s

　クラシック音楽を中心とした演奏をリレー形式で行い、お客様に様々な音楽を楽し

んでいただくコロネットリレーコンサートの出演者を募集いたしします。

開 催 日：２０１７年３月５日（日）　１１:00～１６:00（予定）

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

対　　象：演奏活動をしている個人またはグループ　  

※営利企業・プロモーターなどが実施するものは、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。

内　　容：クラシックを中心とした４０～４５分程度の演奏を１組とし、数組の出演者

を募集します。

※生音を中心としたコンサートとし、PAを使用しないものとします。

※広く一般の方に親しんでいただける名曲を取り入れた内容にしてください。

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、参考音源の３点を添付してシ

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

ドできます。

申込期間：2016年8月1日（月）～9月15日（木）必着

※受付時間：9：00～20：00

Check! コロネット
リレーコンサート
参加者募集

Check!
こどもワークショップ Vol.5

けんばんのひ・み・つ
～目でみて、手でふれ、耳で聴き～

参加者募集！

　フルートデュオ、彩愛～Ｓara～がお届

けするお昼のコンサート。息のあったフ

ルートのキラキラと澄んだ音色で初夏に

ピッタリな曲などを演奏します。

シビックロビーコンサートVol.8

星空と情熱の調べ
2016年7月7日（木） 12：30～13：00
会場：シビックセンター1階ロビー

入場無料

出演：彩愛～Ｓara～【横田 彩、横田 愛】

曲目

エルガー：愛のあいさつ

ハーライン：星に願いを

モーツァルト：キラキラ星変奏曲（抜粋）

ビゼー：カルメン　ほか

　今年で15回目の開催となる、

シビックセンター夏の風物詩。盆

踊り、ダンスや演奏のパフォーマ

ンス、夜店、子どもたちに人気の

ゲームや風船つりなど、楽しいこ

とが盛りだくさん！おもいっきり

踊って、暑い夏をふきとばそう！

シビックセンター夏祭りシビックセンター夏祭り
7月30日（土）、31日（日） 17:00～21:00
場所：シビックセンター交流広場、花北ふれあい公園

コロネット市民音楽フェスティバル２０１6
9月24日（土）～9月30日（金）

※9月26日（月）、9月29日（木）は、

　コロネット市民音楽フェスティバル2016に

　関連する公演はございません。

※公演の詳細につきましては、

　各主催者へお問い合わせください。

開演：14:00

出演：坂本実奈美（フルート）

　　　佐々木遥香（ハープ）

入場料：￥1,000

※未就学児入場不可

お問合せ：佐々木

090-9938-2350

曲目：ボルヌ/カルメン・ファンタジー

　　　イギリス民謡/グリーンスリーブス変奏曲 ほか

チケット発売日：7月1日(金)より

フルート＆ハープデュオ ～結～
秋に楽しむクラシックコンサート

ゆい

9
24 土

開演：14:00
出演：石川恵梨（ピアノ）
　　　柴草幹男（フルート）
　　　平井貴（ギター）
入場料：￥1,000
※未就学児無料
　（親子室の利用をお願いします。）
お問合せ：平井090-9957-3474
曲目：モーツァルト/きらきら星変奏曲
　　　ショパン/前奏曲「雨だれ」ほか

石川恵梨 with 撥水（はっすぃ～）
ピアノ・フルート＆ギター・
TRIO CONCERT

9
25 日

開演：19:00
出演：トロンボーンエンジェルス
入場料：中学生以上￥1,000
３歳以上小学生以下￥500
※３歳未満無料
お問合せ：照喜名
090-2929-4911
曲目：ビゼー/歌劇『カルメン』より
　　　　　　　　　　　　　ほか

トロンボーンエンジェルス
岡崎公演　天使の歌声

9
27 火

開演：18:30
出演：岡崎市医師会
　　　　　　　音楽同好会
入場料：無料
※未就学児無料
　（親子室の利用をお願いします。）
お問合せ：岡崎市医師会
0564-52-1571
曲目：リスト/『巡礼の年』第1年
　　　「スイス」より ほか

9
28 水

岡崎市医師会音楽同好会「秋の音楽祭」
秋を彩るプロとアマチュア音楽家による
ガラコンサート

開演：19:00
出演：宇多村仁美（ソプラノ）
　　　近藤杏美（ピアノ）
入場料：￥1,000
※未就学児無料
　（親子室の利用をお願いします。）
お問合せ：宇多村
080-3061-8469
曲目：ロッシーニ/ヴェネチアのレガッタ
　　　ドニゼッティ/歌劇『アンナ・ボレーナ』より「私の生まれたあのお城」ほか

宇多村仁美・近藤杏美
ジョイントリサイタル
ピアノと歌の調べに寄せて

9
30 金

　2階のキッズコーナーでは、ペットボトルを使

用し、簡単で楽しい工作で、「ぽこぽこマラカ

ス」と「ギロべえ」を作りました。人気のあまり、

多めに用意した材料もお昼過ぎにはなくなるほ

どでした。ちびっこはやはり工作が大好きなの

ですね。スタッフも一緒に楽しむことができました！

　音楽と食のイベントを象徴するエリアが交流広場のオープンカフェ！特設ス

テージでは、さまざまなジャンルの音楽の演奏やダンスがあり、それを囲むようにお

いしいお店が並び、広場内は常に多くの人でにぎわいました。今年の飲食出店の

テーマは「ジビエ＆スイーツ」。ジビエの人気

は思った以上で、長い行列もできました。

　太鼓作りのワークショップでは、難しい作

業もあり、苦戦する子どももいましたが、全

員見事な出来栄えで、BIRTH☆さんと一

緒に誇らしげに演奏する姿がとても印象的

でした。

　初夏の気持ちよい屋外で、音楽と食を

存分に楽しんでいただけたのではないで

しょうか。

Facebookで最新情報をチェック！
岡崎市シビックセンター

狡ビクターエンタテインメント



OKAZAKI

CIVIC CENTER

Information

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。

午後のひと時を、上質なクラシックと共に過ごしませんか

　今回、若手演奏家のセルゲイ・マーロフ、岩崎洵奈が登場します。

　セルゲイ・マーロフは、サンクト・ペテルブルグ出身。彼を一言で言い表すならば「二刀流」。ハイフェッツ国

際ヴァイオリンコンクール、東京国際ヴィオラコンクールとヴァイオリンとヴィオラのそれぞれの国際コンクー

ルで優勝をしている稀有な存在です。バイエルン放送交響楽団、ウィーン放送交響楽団、ロンドンフィルな

どとも共演しており、欧州各国の室内楽音楽祭に招かれています。

　岩崎洵奈は、岡崎市出身。東京藝術大学を経て、ウィーン国立音楽大学ピアノ演奏科を首席で卒業。

数々の国際コンクールで入賞を重ね、2010年第16回ショパン国際ピアノコンクールではディプロマ賞を

受賞し、審査員のマルタ・アルゲリッチ氏から賞賛を受けました。2015年にはＣＤデビューを果たし、活躍の

場を広げる新進気鋭のピアニストです。

　2人のデュオは、見ていて微笑ましくなるほど信頼関係が見て取れます。お茶目な2人ですが、演奏に入

ると一変。エキサイティング、そして熱い思いの伝わる演奏を繰り広げます。

　ランチタイムのあとの、午後の穏やかなひと時を座席数約400席という小ホール、奏者の息遣いまでが

間近に感じられる特別な空間で、クラシックの名曲と、演奏家の超絶技巧を味わうことができる貴重な機会

です。

是非、足をお運びください。

■図書室〈1F〉
★図書室スタッフおすすめの１冊！

『カクレクマノミは大きいほうがお母さん』
鈴木克美 / 作、石井 聖岳 / 絵

館内のご案内

☆開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は１７時迄）

☆7月の休室日：4日(月)、11日(月)、18日(月･祝)、

 19日(火)、25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

　鮮やかな模様で人
気者の｢カクレクマノ
ミ｣。実は不思議が
いっぱいの魚なので
す。そんなカクレクマ
ノミの生態を、丁寧な
絵と解説で教えてく
れる科学絵本。水族
館に行った気分で読
んでみてはいかがで
しょうか。

今年度シビックセンターは開館15周年を迎えました。これを機に、ご愛読いただいており

ます「コロネットインフォメーション」をリニューアルいたします。年4回（4、7、10、1月

号）は、コンサートや施設の情報をボリュームアップし、地域の情報を加えて、8ページで

お届けします。そのほかの月は、主催公演の情報を中心に、見やすくわかりやすく、2ペー

ジで情報をお届けします。リニューアルは、次号8月号からです。どうぞ、お楽しみに。

2016年 11月22日（火） 14：00開演
全席指定 ￥2,000

※7月23日(土)一般発売

ぶらりコロネットシリーズ

セルゲイ･マーロフ（ヴァイオリン・ヴィオラ）
＆ 岩崎洵奈（ピアノ）

狡Kei_Uesugi狡Kei_Uesugi

岩崎 洵奈（ピアノ）岩崎 洵奈（ピアノ）
狡Julia_Wesely狡Julia_Wesely

セルゲイ･マーロフ（ヴァイオリン･ヴィオラ）セルゲイ･マーロフ（ヴァイオリン･ヴィオラ）

シビコロ会員専用情報　今月の先行予約受付

コロネットインフォメーションリニューアルのお知らせ

設備メンテナンスに伴う臨時休館日 7/18（月・祝）

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ご郵送ください。

予約締切　7月15日（金）必着　※一般発売日 7月23日（土）までに結果を通知いたします。

○全席指定　

一般￥2,00011/22
2016

［火］14：00開演

ぶらりコロネットシリーズ

セルゲイ･マーロフ＆岩崎洵奈

13：30開演2［土］
ソプラノ･テノール デュオリサイタル 夏のロマンティック　
○￥1,500　○夏のロマンティック運営委員会 070-1467-7725

14：00開演9［土］
クラシック音楽研究会 Joint Concert Vol.4
○￥2,000　○クラシック音楽研究会 畔柳 0564-52-2897

13：00開演10［日］
オルゴールの会 リトルコンサート2016
○無料　○市川 090-4793-0284

13：00開演16［土］
知立メロディア楽器音楽発表会
○無料　○知立メロディア楽器 0566-84-2137

15：00開演24［日］
ＪＣＮ発声研究会・歌の勉強会
○無料　○パピーズ子どもミュージカル 090-2266-6085

14：00開演27［水］
竜南中学校ふれあいコンサート
○無料　○竜南中学校 0564-54-4400

未定21［木］
第40回ピティナ・ピアノコンペティション岡崎予選
○無料　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

未定22［金］
第40回ピティナ・ピアノコンペティション岡崎予選
○無料　○ピティナ岡崎支部 0566-74-0566

10：00開始13［水］
平成28年岡崎市幼児交通安全指導者研修会
○関係者のみ　○岡崎市交通安全推進協議会 0564-23-6340

14：30開演3［日］
第3回彩愛～Ｓａｒａ～フルート発表会
○無料　○彩愛～Ｓａｒａ～ 090-1237-4856

18：00開演1［金］
日中交流音楽の夕べ
○￥2,500　○岡崎日中友好協会 0564-21-8224

15：00開演17［日］

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
○一般￥6,000　学生（25歳以下）￥3,000
○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

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7月1日～7月31日

70円off
このページをご提示いただくと

コーヒー（ ）

シューアイス

ティータイムサービス 14:00～LAST
ティータイムには、ドリンク代のみで、
９種類から選べるスイーツを
おひとつお楽しみいただけます。

ホット、アイス、
アメリカンに限る

フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調

ショパン：バラード第1番 ト短調 op.23

イザイ：無伴奏ヴァイオリン・ソナタ ホ長調 op.27-6

ヴュータン：ヴィオラ・ソナタ 変ロ長調 op.23

サン＝サーンス（イザイ編）：ワルツ形式の練習曲

曲　目

七夕ディスプレイは
7月7日（木）まで
展示予定

春のロビーディスプレイ春のロビーディスプレイ
　今回のディスプレイは5月15日（日）に開催さ
れた「シビック♪フェスタ2016」を宣伝、応援
するディスプレイとして制作しました。かわいい
鼓笛隊がイベントを盛り上げようと音楽を演奏

している様子です。衣装は画用紙を1枚1枚染めて作りました。
　緊張気味の男の子、お姉さん気質でメンバーに活をいれる女の子・・・それ
ぞれ表情ゆたかに個性が表現されています。スタッフの間ではクールな表情
でフルートを吹く男の子が1番人気でした！この応援団のおかげでシビック♪
フェスタ2016はこれまでの最高の人出となり、1日中、笑顔があふれるイベ
ントとなりました。

七夕ロビーディスプレイ七夕ロビーディスプレイ
　次のディスプレイは七夕です。見た
目に美しいだけでなく、短冊に願い事
を書くことができます。今年もぜひシ
ビックセンターの笹にお願いをつけて
くださいね！

　次のディスプレイは七夕です。見た
目に美しいだけでなく、短冊に願い事
を書くことができます。今年もぜひシ
ビックセンターの笹にお願いをつけて
くださいね！

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
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