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OKAZAKI CITY
CIVIC CENTER岡崎市シビックセンター情報誌

コロネットインフォメーション 6 

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

2019年6月22日（土）15：00開演（14：30開場）
出演：アンサンブル天下統一
　　　〔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）〕
曲目：J.S.バッハ/ゴルトベルク変奏曲
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円
※休憩なし。途中入場はできませんのでご了承ください。※未就学児の入場はご遠慮ください。

対象公演：7月7日（日）「金子三勇士 ピアノ・リサイタル」
応募方法：郵便はがきに必要事項を明記の上、岡崎市シビックセンター「ジュニアシート」係まで

お送りください。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。
　　　　　詳しくはHPをご確認ください。6月15日（土）必着。

ジュニアシートのご案内

ピアノの貴公子・金子三勇士が、7年ぶりにコロネットに登場。洗練された音楽性
と躍動感溢れるダイナミックな演奏に、軽妙なトークを交えたリサイタルを、自身が
尊敬する作曲家リストを中心にした名曲づくしのプログラムでお届けします。

好評発売中 三重奏の魅力と３人の情熱を1曲に込めて

2019年7月7日（日）15:00開演（14:30開場）
出演：金子三勇士（ピアノ）
曲目：ショパン/革命のエチュード、英雄ポロネーズ
　　　リスト/ラ・カンパネラ　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般3,000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 “リスト弾き”として定評のある金子三勇士の「ラ･カンパネラ」は必聴

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
　　　ファリャ（コハンスキー編/福田進一改編）/スペイン民謡組曲
　　　サラサーテ（福田進一編）/カルメン幻想曲
　　　タレガ/アルハンブラの思い出（ギター・ソロ）　他
場所：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。

6月22日（土）一般発売／シビコロ会員先行予約受付 締め切り6月12日（水）必着

2019年10月27日（日）15:00開演（14:30開場）

メンバーの中木健二さんよりメッセージ
第6回公演～原点回帰～　開催に寄せて

　毎年ホールに足を運んで下さる皆さんの笑顔に支え
られて、これまで続けてくることができました。6年間で
3人とも色 な々刺激を受け、それぞれの出す音、音楽に
対する考え方は舞台を経験するたびに変化し、特に
お互いの音に対する意識が鋭くなり、ひとつの響きを
共有する感覚が育まれました。
　｢ゴルトベルク変奏曲｣は何にも代えがたい傑作であり、J.S.バッハが現代の私たちに遺し
てくれた大いなる遺産です。その響きは優しく、温かく、包み込むように響き渡ります。皆さまへ
の感謝の気持ちを込めて、初めて3人で音を出したときの喜びを感じながらこの傑作を演奏
できることを、本当に幸せに思います。コロネットでお待ちしています！

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

ようこそコロネットシリーズ

金子三勇士 ピアノ・リサイタル

クローズアップおかざき

アンサンブル天下統一2019 原点回帰

ⒸAyako YamamotoⒸAyako Yamamoto

それぞれが特徴的でやわらかな音色を奏でる木管楽器。中部フィルのメンバーが
木管五重奏でその魅力をお届けします。

2019年6月27日（木）11：30～12：30（11：00開場）
曲目：イベール/３つの小品、ビゼー/歌劇｢カルメン｣より、
　　　サウンド・オブ・ミュージック・メドレー　他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席自由 1,000円 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評発売中 演奏とお話で気軽に楽しめる1時間

コロネットランチタイムコンサート 第１回

中部フィルメンバーによる木管五重奏の調べ

山村 歩
（フルート）

宮澤 香
（オーボエ）

織田真里江
（クラリネット）

北川陽子
（ファゴット）

舟橋知奈美
（ホルン）

小中学生２名を抽選でご招待します。
上質なコンサートを聴いてみませんか？

ⒸTakanori IshiiⒸTakanori Ishii

場所：コンサートホール コロネット
聴講受付：6月22日（土）より、シビックセンター1階
　　　　　総合案内にて整理券配布
※未就学児の入場はご遠慮ください。

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

長年ウィーン･フィルのコンサートマスターを務めた名ヴァイオリニストのライナー・キュッヒルと、国内外を問わず
人気を博す日本ギター界の巨匠・福田進一による豪華共演。2人が紡ぎ出すアンサンブルをご堪能ください。

長年に渡り世界屈指のオーケストラをリードし、
ソロやアンサンブルでも活躍し続けている巨匠
によるマスタークラスを行います。

ⒸWinnie KuechlⒸWinnie Kuechl

無料



※5月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 6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！

今や日本でおなじみの
カステラ。
そのカステラの伝来と
歴史がとても繊細な絵
で表現されています。
児童書なので子どもか
ら大人まで、食文化に
興味のある方におすす
めです。

明坂英二／著　齋藤芽生／絵

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■６月の休室日：３日（月）、１０日（月）、１７日（月）、２４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

『カステラ、カステラ！』

14：00開演2
［日］

アレス室内合奏団 第26回定期演奏会
●1,000円
●アレス室内合奏団（小坂） 0564-28-4395

10：00開始4
［火］

ASC2019年度
第1回学習会｢落語的人間関係の魅力｣
●関係者のみ
●ASC25期（今泉） 0564-82-3050

14：00開演30
［日］

岡崎音楽家協会チャリティ演奏会
｢シーズンコンサートvol.10｣
●500円
●岡崎音楽家協会 090-4261-5780

18：30開始6
［木］

キングコング西野亮廣講演会
～学校では教えてくれなかった「お金と信用、未来の生き方」～
●エリア指定席　SS席エリア5,000円
　S席エリア3,500円　A席エリア3,000円
●デザイン事務所アイデア 080-5169-9687

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。

1

1

至
名
古
屋

至豊田

至豊橋至蒲郡

岡崎市役所

ABホテル

岡崎警察署

２４８

４８

４８３

東岡崎駅岡崎公園前駅

岡
崎
駅

中
岡
崎
駅

岡崎市シビックセンター

岡崎
I.C

愛
知
環
状
鉄
道

名鉄名古屋本線

J
R
東
海
道
本
線

東
口

光ヶ丘
女子高

イオン岡崎

北駐車場

立体駐車場

共立
病院

八帖

ほたる橋南
羽根ガード東

戸崎町

庄司田1

P
P 西友 岡崎刈谷線

14：00開始7
［金］

平成31年度算定基礎届事務講習会
●関係者のみ
●岡崎年金事務所 0564-23-2513

13：00開演8
［土］

みすゞさんの｢大漁｣に出逢って
●前売り1,800円／当日2,000円
●岡崎みすゞ 会 0564-48-4952

10：00開演
　（予定）9

［日］

ピティナピアノステップ 岡崎6月地区
●無料
●おかざき竹千代ステーション 090-8556-3659

15：00開演22
［土］

アンサンブル天下統一2019 原点回帰
●一般3,500円　学生2,000円 
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

13：30開演23
［日］

第19回 ピアノ・エレクトーン発表会
●無料
●市川 090-3967-9986

11：30開演27
［木］

コロネットランチタイムコンサート 第1回
中部フィルメンバーによる木管五重奏の調べ
●全席自由1,000円 
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

※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。

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

日時：2019年8月17日（土） 11:00～12:10（休憩なし）
会場：岡崎市シビックセンター リハーサル室第２（3階）　講師：松本大輔
ゲスト講師：岡崎石製品協同組合連合会 代表・宇野 仁、理事・伊藤 和男
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。

6月22日（土）一般発売
石都・岡崎！石工職人と楽器職人の共通点とは？

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2回 西洋音楽×石工品

■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6月1日（土）～30日（日） ※ご注文時にご提示ください。

お食事代
（お食事を注文の場合のみ）

10%引き

ランチタイム（11:00～15:00）に
このページをご提示いただくと、

グリーンハウスランチ
980円（税込1,058円）
サラダ＋スープ＋
メインディッシュ＋
ライス＋ドリンク

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

シビックセンター夏祭りシビックセンター夏祭り

今年もやります、シビックセンター夏祭り！
ステージを見るも良し、おいしい屋台でお腹
を満たすも良し、盆踊りを楽しむも良し、
みなさま一緒に盛り上げていきましょう！

7月27土・28日7月27土・28日

七夕コンサート ～音楽に願いをのせて～七夕コンサート ～音楽に願いをのせて～

出演：mocha trio（モカ・トリオ）
　　　森 有加（ヴァイオリン）
　　　浅井 由紀（ヴァイオリン）
　　　柿本 朱美（ヴィオラ）
曲目：星に願いを、日本の夏メドレー、
　　　ドヴォルザーク/弦楽三重奏曲 Op.74 より抜粋 他
※協力：岡崎音楽家協会

岡崎市シビックセンター１階ロビー
2019年7月5日（金）12:30～13:00
シビックロビー
コンサートvol.17

入場無料

柿本 朱美柿本 朱美浅井 由紀浅井 由紀森 有加森 有加

「西洋音楽」と「岡崎の文化」の意外な接点や、それぞれの良さを発見できる音
楽講座です。第2回目は、石都･岡崎で活躍する石職人と、クラシック音楽には
欠かせないヴァイオリンの職人との共通点を探ります。


