
バンドネオンとクインテットで楽しむ偉大な作曲家の世界
　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クインテット（５重奏）でお届けするコ
ンサートです。
　ガーシュウィンといえば、ポピュラー、クラシックの両面で活躍した作曲家として多くの名曲を残しています。
有名な「ラプソディ・イン・ブルー」を思い浮かべる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ＣＭにも使われてい
るのできっと耳にしたことがある馴染みの曲でしょう。他にも「私の彼氏」、「魅惑のリズム」などピアノなどで
聴いたことがある曲もバンドネオンの独特な音色で聴いてみると、また違った味わいのある曲として新鮮さを
感じていただけると思います。
　そして、バンドネオン奏者と作曲家のふたつの顔をもつピアソラ。幼少期をニューヨークで過ごし、影響を
受けたピアソラは、ジャズやクラシックの要素を取り入れた斬新で新しいタンゴを作曲し、踊るためのタンゴ
から聴くタンゴとしてその魅力を発信し続けました。代表曲を挙げるとすると「リベルタンゴ」、「ブエノスアイレ
スの四季」でしょうか。
　さて、この偉大なふたりの作曲家を敬愛している三浦一馬と共にその世界観を感じさせるクインテットの
メンバーは、神奈川フィハーモニー管弦楽団ソロコンサートマスター石田泰尚（ヴァイオリン）。東邦音楽大
学を首席で卒業し様々な音楽家と共演を重ね多彩な活躍をしている中島剛（ピアノ）。エリザベト音楽大学
を卒業し、数々のギターコンクールで入賞を果たしている大坪純平（ギター）。ブルーアイランド楽団にて楽
団長を務め全国各地で演奏会や音楽祭に出演し幅広くジャンルを超えて活動している高橋洋太（コントラ
バス）。あらゆるジャンルでセッション、有名アーティストのレコーディングに参加するなどして活動の場を広げ
ている石川智（パーカッション）です。普段は、ピアノやヴァイオリンなどで演奏を聴いている曲でもバンドネオ
ンから奏でられる音色に触れてその魅力を存分にご堪能ください。
※年間ラインナップ発表時のメンバーから変更となりました。

2016年 10月15日（土） 15：00開演
全席指定 ￥3,500
※6月25日(土)一般発売

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

狡ビクターエンタテイメント狡ビクターエンタテイメント
三浦 一馬（バンドネオン）三浦 一馬（バンドネオン）

狡三好英輔狡三好英輔
石田 泰尚（ヴァイオリン）石田 泰尚（ヴァイオリン）石川 智（パーカッション）石川 智（パーカッション）

大坪 純平
（ギター）
大坪 純平
（ギター）

中島 剛
（ピアノ）
中島 剛
（ピアノ）

高橋 洋太
（コントラバス）
高橋 洋太
（コントラバス）

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ご郵送ください。

予約締切　6月20日（月）必着　※一般発売日 6月25日（土）までに結果を通知いたします。

○全席指定　
一般￥3,50010/15

2016
［土］15：00開演

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

ガーシュウィン： 魅惑のリズム
 私の彼氏
 ラプソディ・イン・ブルー
ピ ア ソ ラ： オブリヴィオン
 天使のミロンガ
 ブエノスアイレスの夏
　 　　　　　　　　　ほか　　
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エアバルブレバー蛇腹（ベロー）
共鳴ボックス

ボタン

革ベルト掌台

4月22日開催

コロネットキャラバン隊
清塚センセイの音楽教室

　「清塚センセイの音楽教室」を上
地小学校で開催しました。5年生を
対象にクラシック音楽の歴史から
ベートーヴェンやバッハ、モーツァルト
といった有名な作曲家の生きた時
代背景などを時には演奏も交えて
紹介。終盤には、ショパンは身体が
弱かったけれどそれをどう作曲活動
に活かしていたのかを話し、諦めない気持ちを持って自分の得意なことを続けて欲
しいとエールを送りました。

4月24日開催

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

　前半はショパンを中心にクラシック
の名曲を演奏。作曲者や曲目につい
て笑いを誘うトークで会場を和やかに
沸かせていました。後半は清塚さん自
身が作曲したドラマ「コウノドリ」のメイ
ンテーマを始めアレンジ曲などを演奏。
　どちらも、トークでリラックスしていた笑顔のお客様も演奏が始まるとスーっと引
き込まれ最終曲のガーシュウィンメドレーでは、得意としている早弾きの演奏にお
客様も釘づけで拍手が鳴り止みませんでした。

4月23日開催

清塚信也
公開ピアノ・クリニック

　小学2年生から大学生までを事
前に聞いていた改善点を中心に
レッスンをしました。はじめは、緊張し
ていた様子の受講生たちも清塚さ
んとの楽しく親しみある会話で緊張

もほぐれ段 と々演奏も変わっていき、みるみる上達していきました。どの受講者にも
演奏技術だけでなく時代背景や作曲者の思いを楽譜から読み解くことも大切だ
と話していたことが印象的でした。

ル

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記入の上
　　　　　下記送付先にご郵送ください。
送 付 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「こどもワークショップ」係
申込期間：7月1日（金）～7月11日（月）当日消印有効

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

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

　バンドネオンは、1840年代にアコーディオンにヒントを得てドイツで発明され
ました。
　当初は、野外でパイプオルガンの代用やドイツ民族音楽の演奏に使われて
いました。その後、アルゼンチンでタンゴを演奏するための楽器として用いられ
ました。
　アコーディオンとは違い鍵盤はありません。代わりに左右に合計71個のボ
タンがあります。このボタンを押し蛇腹を押したり引いたりと伸縮させて音を出
します。ボタンは、不規則に並んでいて蛇腹を押したときと引いたときとでは違
う音が鳴ります。その為、習得するのが難しい楽器と言われています。

～バンドネオンについて～

6月下旬、1階ロビーに七夕のディスプレイが登場します。お楽しみに！

楽 器 紹 介 コ ー ナ ー



　コンサートホール・コロネットでお仕事体験してみま
せんか？「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」公演の際、お客さまをご案
内するお仕事です。
日　　時：2016年7月17日（日）13:00～17:00
対　　象：小学5年生～6年生　
定　　員：若干名　※応募者多数の場合は抽選
参 加 費：無料（要事前申込み）
応募方法：郵便はがきに　①氏名（ふりがな）　②性別　③年齢・学年

④保護者氏名（ふりがな）、続柄　⑤郵便番号、住所
⑥電話番号（携帯電話含）
⑦FAX、E-mailを明記し、下記送付先へご郵送ください。
詳しくはホームページやチラシをご覧ください。

送 付 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「こどもレセプショニスト」係
申込期間：2016年6月1日（水）～6月30日（木）必着
※結果は7月10日（日）までに電話もしくは郵送でお知らせいたします。

　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

長原幸太長原幸太
中木健二中木健二

狡Mirco Magliocca狡Mirco Magliocca

　5月11日 北陸新幹線開業1周年イベントとして「石川ロックサミット」
が行われました。そのオープニングを飾ったのが、ロック×OEKのスーパー
セッションです。

　キャンパスシートのお知らせ：当日残券がある場合のみ、25歳以下の学
生の方を対象に当日券を1,000円で販売いたします。ご購入の際は学
生証をご提示ください。14:45から販売開始いたします。
※1名につき、1枚のみ。※ご予約、お席の選択はできません。

　4月26日に、中木健二さんが中日新聞の取材を受けました。

　キャンパスシートのお知らせ：当日残券がある場合のみ、25歳以下の学
生の方を対象に当日券を1,000円で販売いたします。ご購入の際は学
生証をご提示ください。14:45から販売開始いたします。
※1名につき、1枚のみ。※ご予約、お席の選択はできません

　シビックセンターでは、小学生･中学生の方に広く音楽に親しんでいただくため、
「ジュニアシート」を設け、シビックセンター主催公演にご招待をしています。7月の公
演について、以下の通り募集いたします。
◇公　　演：2016年7月17日（日）15:00
　　　　　　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
◇募集人数：2名（応募多数の場合は抽選）
◇応募資格：小学4年生～中学生の方
◇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（連絡がつきやすい番号） ⑦応募の理由 を明記し、
岡崎市シビックセンター「7月17日公演 ジュニアシート」係まで
ご郵送ください。

◇締め切り：6月10日（金）必着

小学4年生～中学生の方
公演へご招待します。

キッズお仕事体験
「こどもレセプショニスト」
参加者募集！

　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



コンサートホールコロネット　６月のスケジュール ※5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！

『絶叫委員会』 穂村弘 / 著

館内のご案内

☆開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は１７時迄）
☆6月の休室日：6日(月)、13日(月)、20日(月)、27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

　世の中にあふれる
他人の会話、小説の
台詞、様々な広告。著
者は、その中で出会っ
た言葉たちについて
考察します。普段聞き
流してしまう言葉たち
に耳を澄ましてみると、
面白い発見があるか
もしれません。

15：00開演4［土］
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￥3,500　○岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

14：30開演5［日］ ～コーラスの花束～ あなたと･･･
○￥500（当日￥600）　○アクアコーラス 080-3615-1349

14：00開演

19：00開演

11［土］ シーズンコンサート Vol.7 Rainy Concert
○要整理券　○岡崎音楽家協会（髙井）0564-51-0194

10：00開始24［金］ 第102期定時株主総会
○要整理券　○フタバ産業株式会社 0564-31-2211

13：30開演25［土］ 第17回ピアノ･エレクトーン発表会
○無料　○市川 090-3967-9986

14：00開演26［日］ アレス室内合奏団 第23回定期演奏会
○￥1,000　○アレス室内合奏団（小坂）0564-28-4395

14：00開始28［火］ 算定基礎届事務講習会
○無料　○岡崎年金事務所 0564-23-2513

19：00開演27［月］ てんつくマン講演会　日創研･三河経営研究会 6月例会
○￥2,000　○三河経営研究会（深谷）080-5100-4271

12［日］ フルート･ピアノ発表会
○無料　○河合 090-3838-1678

①10：00開演
②12：30開演

12［日］ 山中惇史＆山本葵 デュオコンサート Vol.3 上野耕平を迎えて
○￥2,000　学生￥1,500　○AY＆AY PROJECT 090-6367-9633

15：00開演19［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
キュッヒル･クァルテット
○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

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

※割引はランチ限定です。※ご注文時にご提示ください。
※有効期限:2016年6月1日（水）～6月30日（木）

10%off
このコロネットインフォメーション2016年6月号
ご提示で、お食事代

グリーンハウスランチ ￥980（税込￥1058）

（ランチ営業は11:00～15:00）

※写真はイメージです。

サラダ ＋ スープ ＋ メインディッシュ ＋ ライス ＋ ドリンク

スタッフのあしあと
　これから、雨の多い季節になりますね。お出かけが億劫になってしまう方も多いのではないでしょうか。
楽しいことが少ないように思えるこの季節ですが、菖蒲や紫陽花、蛍など、この時期ならではの美しい
ものはたくさんあります。また、コロネットでのコンサートなど、室内で楽しむ方法もあります。この時期だ
からこそ、積極的にお出かけされてみてはいかがでしょうか。 （T）

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


