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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

※公演によっては取扱のない場合がございます。※営業時間は各プレイガイドで異なります。主催公演のチケットの主な取扱場所
岡崎市シビックセンター　1階総合案内　窓口販売
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※お支払いは現金のみ。

岡崎市シビックセンター　電話予約 TEL.0564-72-5111
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※電話予約受付は発売日の翌日から

シビックセンター主催公演・イベント情報シビックセンター主催公演・イベント情報

コンサートホール コロネット スケジュールは裏面へ

日本のオペラ・声楽界の第1線で活躍している4人の歌手と、多くの歌手が厚い
信頼を寄せ全国で引っ張りだこのピアニストによるフトメン5人組のクラシック・
ヴォーカル・グループ｢IL DEVU（イル・デーヴ）｣。フトメンならではの圧倒的声量
と、ダイナミックな歌唱表現で魅了する至極のハーモニーをご堪能ください。

チケットぴあ
TEL.0570-02-9999

ローソンチケット
TEL.0570-084-004

ツルタ楽器岡崎店
TEL.0564-53-8950
岡崎市羽根町字若宮24-3ミニストップでも購入可セブン-イレブン、ファミリーマートでも購入可

芸文プレイガイド
TEL.052-972-0430
愛知芸術文化センター地下2階

名鉄ホールチケットセンター
TEL.052-561-7755
名鉄百貨店本館10階

出演：ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）
　　　福田進一（ギター）
曲目：パガニーニ/協奏的ソナタ イ長調
　　　サラサーテ（福田進一編）/
　　　カルメン幻想曲 Op. 25　他
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般4,500円、学生（25歳以下）2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評発売中 2大巨匠が紡ぎ出すアンサンブルの妙

2019年10月27日（日）
15:00開演（14:30開場）

プレミアムコンサートシリーズ

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

出演：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）
曲目：もろびとこぞりてファンファーレ
　　　きよしこの夜　他
会場：コンサートホール コロネット
料金：おとな（高校生以上）2,500円、
　　　こども（3歳以上）1,000円
※おとなひとりにつき3歳未満のこどもひとり膝上鑑賞無料。
　ただし座席を利用する場合はチケットを購入してください。

※休憩を含み約90分のコンサートです。

8月24日（土）一般発売/シビコロ先行予約締切 8月13日（火）必着

2019年12月24日（火）15:00開演（14:30開場）

こどものためのシリーズ

ズーラシアンブラス　音楽の絵本
ブラスサンタ with クラリキャット

出演：IL DEVU 〔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）〕

曲目：鷗（三好達治詩／木下牧子作曲・編曲）、春に（谷川俊太郎詩／木下牧子作曲・編曲）
　　　時代（中島みゆき詞・曲／信長貴富編曲）
　　　スマイル（ジョン・ターナー＆ジェフリー・パーソンズ詩／チャールズ・チャップリン作曲／森田花央里編曲） 他
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般4,000円、学生（25歳以下）2,000円

好評発売中 重量級”フトメン”アンサンブル

2019年11月30日（土）
15:00開演（14:30開場）

ようこそコロネットシリーズ

IL DEVU（イル・デーヴ）コンサート

ⒸTakanori IshiiⒸTakanori Ishii

ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズ

会場：コンサートホール コロネット
聴講受付：シビックセンター1階総合案内にて整理券配布

2019年10月26日（土）15:00開講

一流アーティストによる特別公開レッスン
ライナー・キュッヒル マスタークラス

ⒸWinnie KuechlⒸWinnie Kuechl

無料

※未就学児の入場はご遠慮ください。

聴講受付中

JR岡崎駅のイメージソングや岡崎市立翔南中学校校歌の作曲等、作曲家とし
ての活動や、ピアニストとして多くのアーティストと共演するなどマルチに活躍して
いる岡崎市出身の山中惇史と、東京藝術大学を首席で卒業し、2018年スロ
ヴェニアの国際サクソフォンコンクールで女性初優勝を果たした住谷美帆による
共演。2人の可能性を追求する挑戦的なプログラムにご期待ください！

大人気の金管五重奏ズーラシアンブラスとクラリネット四重奏のクラリキャットが
コロネットでクリスマスの楽しい音楽をお届けします。動物たちと一緒にクリスマス
をお祝いしよう！

出演：山中惇史（ピアノ）、住谷美帆（サクソフォン）
曲目：べダール/幻想曲、J.S.バッハ/G線上のアリア
　　　棚田文則/ミステリアス・モーニング Ⅲ
　　　ミヨー/スカラムーシュ Op.165c
　　　ビゼー（山中惇史編）/カルメン・ファンタジー for サクソフォン　他
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 2,500円
※公演内容については一部変更になる場合がございます。※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評発売中 今大注目の若手演奏家デュオ

2019年11月17日（日）
15:00開演（14:30開場）

クローズアップおかざき

山中惇史＆住谷美帆 デュオ・リサイタル

岡崎市出身のピアニストと
若手注目のヴァイオリニス
トが岡崎で共演します。優
雅で甘美な音色が定評の
2人による贅沢な1時間を
お愉しみください。

出演：小澤佳永（ピアノ）、小林壱成（ヴァイオリン）
曲目：リスト/巡礼の年 第1年｢スイス｣よりオーベルマンの谷、R.シュトラウス/ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調 Op.18　他
会場：コンサートホール コロネット　料金：全席自由 1,000円　※公演内容については一部変更になる場合がございます。※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評発売中 手ごろな価格で上質なクラシックがしっかり聴ける

2019年9月30日（月）11:30開演（11:00開場）

クローズアップおかざき コロネットランチタイムコンサート

小澤佳永＆小林壱成 音楽が誘う美しき甘美なる世界



※7月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 8月のスケジュール

Facebookで最新情報をチェック！
たくさんの「いいね！」お待ちしています。

岡崎市シビックセンター岡崎市シビックセンター TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地
TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/https://www.civic.okazaki.aichi.jp/ホームページホームページ

図書室スタッフおすすめの1冊！図書室スタッフおすすめの1冊！

みょうがには体にこもっ
た熱を冷ます働きがあ
り、にんにくはスタミ
ナ補給や疲労回復に役
立ち、夏バテ防止にお
すすめです。薬味をたっ
ぷり使ったシンプルレ
シピで猛暑を乗り切り
ましょう！

藤井恵／著

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■８月の休室日：5日（月）、12日（月）、13日（火・祝）、19日（月）、26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16:00～ 毎週日曜日15:00～
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

『藤井恵　私の好きな薬味たっぷりレシピ』

アクセス
○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
○東名高速岡崎ICから20分
立体駐車場223台　北駐車場181台

1階総合案内（チケット販売・施設貸出業務）9:00～20:00
休館日：年末年始（12月29日～1月3日)
※その他保守点検などで臨時休館する場合がございます。
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※公演タイトル・開演時間等は変更となる場合がございます。　※詳細は、各主催者へお問合せください。

曲目：G.F.ヘンデル/ハープ協奏曲 変ロ長調 Op.4-6 第1楽章
　　　C.ドビュッシー/前奏曲 第1番 第8曲「亜麻色の髪の乙女」
会場：リハーサル室第2（3階）　　料金：全席自由 500円　定員40名

8月24日（土）発売 岡崎から世界へ！フレッシュな音楽家をご紹介

2019年11月9日（土）
　11:30開演（11:15開場）

次世代育成プロジェクト
～未来の音楽家シリーズ～
第２回　太田 咲耶（ハープ）

14：00開演11
［日・祝］

Gli amici della lirica GALA GARA Summer concert
～近藤惠子と共に歌の世界へ～
●一般1,000円　高校生以下500円
●廣 090-5109-9860

19：00開始29
［木］

「やればできる」から「できる」に変えた
ビリギャルからのメッセージ
●1,000円
●一般社団法人岡崎青年会議所 0564-53-5045

13：00開演12
［月・祝］

うさみあき ピアノおさらい会
●無料
●宇佐美 0564-55-1430

18：00開演22
［木］

第17回 南の風オンステージ
●無料
●岡崎法人会南部支部 0564-53-2141

10：00開始29
［木］

65歳からの生前相続対策セミナー
●無料
●弁護士法人名古屋総合法律事務所 052-231-2601

①10：00開演
②13：00開演21

［水］

第19回わくわくコンサート
●無料
●おざき音楽教室 090-6070-5527

13：30開演3
［土］

ピアノ発表会
●無料
●居福 0564-54-3195

10：00開演6・7
［火・水］

ピティナ・ピアノコンペティション東海地区本選
●1,000円
●ピティナ岡崎支部（清水） 090-3954-9847

11：00開演8
［木］

きらめき音楽祭 First Stage 三河地区大会
●無料
●きらめき音楽祭実行委員会 fes-info＠kirameki-fes.xii.jp

13：45開演9
［金］

Little concert
●無料
●Little concert 090-2681-1368

13：00開演10
［土］

第34回らくだの会ピアノ発表会
●無料
●らくだの会 090-1622-4525

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

■営 業 時 間：8:30～17:00（L.O.16:30）
■定 休 日：年中無休（シビックセンターの休館日に準ずる）
■お問合せ先：TEL 0564-58-1010

有効期限：2019年8月1日（木）～31日（土） ※ご注文時にご提示ください。

　

コーヒー（　　　   ）70円引きホット、アイス、
アメリカンに限る

モーニングタイム（am8:30～am11:00）にこのページをご提示いただくと、
モーニングタイムは、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。モーニングタイムは、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。

ジャムトーストセットジャムトーストセット

日時：2019年10月26日（土） 11:00～12:10（休憩なし）
会場：リハーサル室第２（3階）
ゲスト講師：岡崎市社会文化部国際課 五十嵐千草
料金：全席自由 500円　定員40名
※内容については、一部変更される場合があります。※未就学児の入場はご遠慮ください。

8月17日（土）発売 岡崎で感じる北欧の都市と音楽の魅力！

みんなの音楽学校～西洋音楽×岡崎～みんなの音楽学校～西洋音楽×岡崎～
第3回 西洋音楽×都市交流

姉妹都市スウェーデン・ウッデバラ市の魅力と、その文化が育んだ音楽家をご紹介します。

講師：松本大輔講師：松本大輔

9月23日（月・祝）
14:00開演

Brass Rubato(ブラス・ルバート) ～金管楽器の調べ～
●無料 ※要整理券 ※未就学児入場可
●嶋田 090-5622-2889

■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
■チケット販売及び整理券配布場所：岡崎市シビックセンター　0564-72-5111
■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
■チケット販売及び整理券配布場所：岡崎市シビックセンター　0564-72-5111

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
チケット発売中

9月24日（火）
14:00開演

岸辺のカエル ハーモニカコンサート ～みんなで歌える懐かしのメロディー～
●無料 ※要整理券 ※未就学児入場可
●岸 090-7696-3092

9月25日（水）
14:00開演

日本抒情歌のひととき
●500円 ※未就学児入場可
●野中 0564-52-7420

9月27日（金）
18:00開演

ガッキーとゆかいな音楽仲間コンサート ～わくわくガッキースクールへようこそ！～
●500円 ※大人ひとりにつき3才未満1名まで膝上鑑賞無料。席が必要な場合はチケット要
●仲川 090-3937-1367

9月28日（土）
14:30開演

Soundscape Electone Concert Autumn 2019
●無料 ※要整理券 ※未就学児入場可
●後藤 090-6104-1334・E-mail：takuya.g.sp@gmail.com

9月29日（日）
14:00開演

実りの秋、芸術の秋　アンサンブルの秋
●無料 ※要整理券 ※未就学児入場不可
●福永 090-1158-5263

9月26日（木）
14:00開演

音楽物語“蜘蛛の糸”～クラリネットとピアノとうたのコンサート～
●800円 ※未就学児入場可（無料、親子室利用） ※身障者手帳をお持ちで鑑賞希望の方は、三輪までご連絡ください。
●三輪 080-5161-4604


