
岡崎市シビックセンター2019年度

H ZETT M ピアノ独演会 2019春
～三河国の陣～

エキサイティングステージ

超絶技巧に加え“無重力奏法”と形容される
超人的パフォーマンスは圧巻！

確かなテクニックと磨かれた音楽性を兼ね備えた
若き俊英

音楽と楽器の可能性を追求している
今大注目の若手演奏家の新たなる挑戦

オペラ界を代表する4人とスペシャルなピアニストの
重量級“フトメン”アンサンブル

名手たちがお届けするラグジュアリーで
エキサイティングなステージ

世界最高峰のオーケストラ
ベルリン・フィルが誇る室内楽の魅力

ズーラシアンブラスと音楽でクリスマスパーティー

尺八とマリンバによる異色のコラボ！
新たな音楽を追い求める無限のハーモニー

進化を続ける天下統一が岡崎で魅せる一曲入魂

ウィーンが誇る名ヴァイオリニストと
ギター界の巨匠の豪華共演

―5月18日土 17：00開演
―一般 3,500円
―2月23日土
―H ZETT M（ピアノ）

日　時
チケット
発売日
出　演

全席指定

―11月30日土 15：00開演
―一般 4,000円・学生 2,000円
―7月20日土
―IL DEVU

〈エイチ・ゼット・エム〉

日　時
チケット
発売日
出　演

全席指定

―7月7日日 15：00開演
―一般 3,000円・学生 2,000円
―4月20日土
―金子三勇士（ピアノ）

日　時
チケット
発売日
出　演

全席指定

―10月27日日 15：00開演
―一般 4,500円・学生 2,000円
―6月22日土
―ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）、
　福田進一（ギター）

日　時
チケット
発売日
出　演

全席指定

―11月17日日 15：00開演
―一般 2,500円
―7月20日土
―山中惇史（ピアノ）、住谷美帆（サクソフォン）

日　時
チケット
発売日
出　演

全席指定

―6月22日土 15：00開演
―一般 3,500円・学生 2,000円
―3月23日土
―中木健二（チェロ）、長原幸太（ヴァイオリン）、
　鈴木康浩（ヴィオラ）

日　時
チケット
発売日
出　演

IL DEVU （イル・デーヴ）
ようこそコロネットシリーズ

アンサンブル天下統一2019
原点回帰

クローズアップおかざき

全席指定

ズーラシアンブラス
音楽の絵本 ブラスサンタ

こどものためのシリーズ

―12月24日火 15：00開演
―おとな（高校生以上） 2,500円
　こども（3歳以上） 1,000円
―8月24日土
―ズーラシアンブラス（金管五重奏）、クラリキャット（クラリネット四重奏）

日　時
チケット

発売日
出　演

全席指定

金子三勇士 ピアノ・リサイタル

ようこそコロネットシリーズ

ベルリン・フィルハーモニー
ピアノ四重奏団

プレミアムコンサートシリーズ

―2020年1月26日日 15：00開演
―一般 5,000円・学生 3,000円
―9月21日土
―ベルリン・フィルハーモニー
　ピアノ四重奏団

日　時
チケット
発売日
出　演

全席指定

プレミアムコンサートシリーズ

藤原道山×SINSKE
ようこそコロネットシリーズ

―2020年2月22日土 15：00開演
―一般 3,500円・学生 2,000円
―10月26日土
―藤原道山（尺八）、SINSKE（マリンバ）

日　時
チケット
発売日
出　演

全席指定

山中惇史＆住谷美帆 デュオ･リサイタル

クローズアップおかざき

ハッピー・ジャズ・アワー！
エキサイティングステージ

―2020年3月7日土 16：00開演
―一般 4,000円・学生 2,000円
―11月23日土
―渡辺香津美（ジャズギター）、
   奥村愛（ヴァイオリン）、須川展也（サクソフォン）、
   奥村愛ストリングス

日　時
チケット
発売日
出　演

全席指定

未来を担うこどもたちのための音楽鑑賞シート

ライナー・キュッヒル＆福田進一
ヴァイオリンとギターによるデュオ･コンサート

望月哲也（テノール）、大槻孝志（テノール）、青山貴（バリトン）、
山下浩司（バスバリトン）、河原忠之（ピアノ）

アンドレアス・ブシャッツ（ヴァイオリン）、
マシュー・ハンター（ヴィオラ）、
クヌート・ウェーバー（チェロ）、マルクス・グロー（ピアノ）

生活の中にクラシック音楽を取り入れてもらい、若い世代にもっと気軽にクラ
シック音楽に親しんでもらうため、こども・青少年のために音楽を聴く機会を
ご用意しています。コンサートホールコロネットで、本物の音楽に出会う素敵な
音楽体験をしてください。 ※詳しくはホームページをご覧ください。

ジュニアシート キャンパスシート

対
象

対象公演に2名様ご招待！！（応募者多数の場合は抽選）
保護者1名様には、通常価格の10％引きで
お席をご用意します。
ぜひご一緒にご鑑賞ください。

小・中学生 対
象

当日券を特別価格1,000円で販売！！（当日券がある場合のみ）

25歳以下の学生 シビックセンター主催公演が
対象となります。
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お問合せお問合せ 岡崎市シビックセンター TEL.0564-72-5111 FAX.0564-72-5110（9:00～20:00）

〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地／JR岡崎駅東口より徒歩7分／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 ※公演内容は一部変更になる場合がございます。ご了承ください。



大きくて広い空の下、音楽にダンスに手作り体験、
こどもも大人も思い思いに楽しめるイベントを開催します。

※公演内容は一部変更になる場合がございます。　ご了承ください。

地域の季節の風物詩

▼▼岡崎市シビックセンター友の会 会員募集中▼▼▼▼岡崎市シビックセンター友の会 会員募集中▼▼

交流広場イベント

四季折々に誰もが気軽に音楽を楽しめるコンサートです。

シビックロビーコンサートシビックロビーコンサート

入会資格 どなたでもご入会いただけます。定　　員 50名 ※応募者多数の場合は抽選
有効期間 2019年4月1日～2020年3月31日※継続の場合も手続きが必要です年 会 費 5,000円

■シビコロ・クラシック会員2019（有料） ■シビコロ会員（無料）

【特典1】チケット先行予約
●1会員1公演2枚まで。
●主催公演のチケットを一般発売に先駆けて優先的に
　予約できます。
●お席の指定も可能です。
　※希望が重複した場合は抽選となります。

【特典4】公演ごとの特典
●サイン色紙プレゼント、終演後の記念撮影など、
　様々な特典をご案内します。

【特典5】1階カフェでの特典
●シビックセンター1階カフェで会員証のご提示により
　飲食代が10％割引になります。

【特典6】情報誌・チラシの郵送
●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、お得な情報をいち早くお届けします。

【特典2】チケット割引
●1会員1公演2枚まで。
●主催公演のチケットが10％割引となります。

【特典3】カフェサービス
●主催公演休憩時のカフェのドリンクが2杯まで
　無料になります。

入会資格 どなたでもご入会いただけます。 定　　員 なし

有効期間 なし年 会 費 無料

【特典1】チケット先行予約
●1会員1公演4枚まで。
●主催公演のチケットを一般発売に先駆けて優先的に予約できます。
●お席の希望エリアの指定も可能です。

【特典2】情報誌・チラシの郵送
●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、
　お得な情報をいち早くお届けします。

詳しい入会方法は、総合案内（TEL:0564-72-5111）まで
お問合せください。

平日の昼間に気軽に聴ける１時間のトーク付コンサートです。
様々なジャンルの音楽が楽しめます。

―6月、9月、11月、2020年３月
―11：30～12：30
―コンサートホールコロネット
―1,000円

日　程
時　間
会　場
チケット 全席自由

―7月5日金、10月10日木、12月25日水、2020年3月3日火
―12：30～13：00
―1階ロビー

日　程
時　間
会　場 入場無料

コロネットランチタイム
コンサート

コロネットランチタイム
コンサート

将来有望な音楽家が登場！
音楽家と出会い音楽に触れ、交流できるコンサートです。

―6月、11月、2020年1月、３月
―11：30～12：30
―リハーサル室第2
―500円

日　程
時　間
会　場
チケット 全席自由

次世代育成プロジェクト2019
未来の音楽家シリーズ
次世代育成プロジェクト2019
未来の音楽家シリーズ

市民の皆様とともにつくる、“音楽を楽しむフェスティバル”です。

コロネット市民音楽フェスティバル2019コロネット市民音楽フェスティバル2019

―9月23日　　～9月29日日
―コンサートホールコロネット

日　程
会　場

―40名定員

人気シリーズ。
西洋音楽と岡崎の文化の接点を掘り起こします。
クラシック音楽の新たな魅力が見つかる講座です。

―5月、8月、10月、2020年2月
―11：00～（60～90分予定）
―リハーサル室第2
―500円

日　程
時　間
会　場
チケット 全席自由

みんなの音楽学校みんなの音楽学校

―40名
―松本大輔

定員
お話

月・祝

気軽に音楽を楽しめる充実のイベント

秋花植え（年3回予定）

5月12日日 春
春の陽だまりの下元気いっぱい楽しむイベント

7月27日土
28日日

夏シビックセンター

夏祭り

12月21日土 冬
サンタもやってくる！クリスマスコンサート

10月19日土 秋
参加して楽しい秋のイベント

9月6日金 秋
秋の心地よい風を感じる野外ライブ

秋


