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コロネットインフォメーション 2021.

「コロネットインフォメーション」
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間、隔月発行にいたします。次回の発行は2021年3月1日です。

シビックセンター主催 公 演 情 報

平日昼間に楽しむ、チェロ界の新星による本格リサイタル

INTER

プレミアムランチタイムコンサート

ユリア・ハーゲン チェロ・リサイタル
出演：ユリア・ハーゲン
（チェロ）
、
新居由佳梨
（ピアノ）
曲目：ラフマニノフ/
14の歌曲 Op. 34 第14曲 ヴォカリーズ
ベートーヴェン/
チェロ・ソナタ 第１番 ヘ長調 Op. 5-1
サン=サーンス/動物の謝肉祭 白鳥
メンデルスゾーン/
チェロ・ソナタ 第1番 変ロ長調 Op. 45
料金：【全席指定】会員・一般共通2,000円

の

− そんな日本で披露する、今回のプログラムに込めた想い
わたしはいつも、作曲家の最初の作品をみることに魅力を感じています。今回のコンサートで
は、生命、
エネルギー、積極性、軽快さのすべてに満ちあふれているベートーヴェンとメンデルス
ゾーンの最初のソナタを演奏する喜びと、聴く喜びを感じていただけたら嬉しいです。
− ご来場されるみなさまに向けてメッセージ
ヴィクトル・ユーゴ―の「音楽は人間が言葉で言えないことで、
しかも黙ってはいられない事柄
を表現する」
という言葉が大好きです。音楽を通して、
みなさまと会話ができることを楽しみに
しています。

音楽学校

時間：11：00〜12：10

クラシック音楽と岡崎〜クラシック音楽を知って岡崎を知る〜
第3回 100年前･･･ドビュッシー、ストラヴィンスキーが生きた世界とその時代の岡崎

2021年2月11日
（木・祝）

会場：コンサートホール コロネット

「今まで思ってもいなかった見方でおもしろい」
「 毎回話がとてもわかりやすく、
ミニ
エピソードも聞けて楽しい」
など、好評の音楽講座。
クラシック音楽初心者の方で
も岡崎の文化からみることで身近に感じることができるかもしれません。初めて受
講される方でも、充分お楽しみいただけます！
長いクラシック音楽の歴史ですが、実は300年前と200
年前と100年前の様子を見ることでその全体像を把握
することができるってご存知でしたか？さらにその同じ時代
に故郷岡崎でどんなことがあったのかを重ね合わせてみ
ることで、
より身近に、
より印象的にその流れをつかんで
いただく…そんなスペシャルな講座です。

ギターの醍醐味ここにあり！個性豊かな3人の名手たち

ギタリストたちの饗宴

ⒸYoshinobu Fukaya

出演：鈴木大介、大萩康司、村治奏一
（ギター）
曲目：J.S.バッハ/6つのトリオ・ソナタ 第1番 変ホ長調 BWV525
ヴィヴァルディ/合奏協奏曲集「調和の霊感」
タレガ/アルハンブラの思い出 ほか
料金：【全席指定】一般3,500円、
学生
（25歳以下）
2,000円 クラ割引

ⒸSHIMON SEKIYA

「ギタリストたちのトークライブ」開催決定！

ⒸSatoshi Oono

参 加 費：無料
申込方法：必要事項を添えて、電話・FAX・メール・窓口にて申し込み
※詳しくは、
チラシもしくはホームページをご確認ください。

【クラシック会員】 ■特典：主催公演のチケット先行予約
（一般発売の2週間前から受付）
、
チケット10％割引のほか、様々な特典をご用意
■年会費：2000円 ■有効期間：入会した日から1年後の同月末まで

〔各公演共通項目〕 クラ割引：クラシック会員10％割引対象公演

特別編

〜コンサートホールで名曲を聴くCDコンサート〜
会場：コンサートホール コロネット

今年度の「みんなの音楽学校」
は感染症対策のため、
リハーサル室からコンサート
ホールへと会場を変更し開催してきました。すると…、
いつもの聴きなれたCDの音
楽も、
コンサートホールで聴くとその響きは
臨場感に溢れ、心地良い音で満たされま
した。
本講座は、
コロネットでその音を体感した
方々からの反 響により実 現しました！
松本大輔先生の解説による、
いつまでも
聴いていたい名 演・名 曲をご堪 能くだ
さい。
写真はイメージです。

みんなの夢 大募集♪
たとえば…
・遠方に住むおじいちゃん・おばあちゃんに
オンラインで私のピアノを聴いてほしい♪
・キラキラのドレスを着て、
ステージに立って演奏してみたい！

コンサート終演後に、約30分間のトークイベントを開催します。
★今回は特別に、上記公演にご来場のベーシック会員も観覧いただけます。

【ベーシック会員】■特典：主催公演のチケット先行予約
■年会費・有効期間：なし

1月16日
（土）発売

シビックセンターで叶えたい夢を大募集！
一緒に夢を実現させよう！

上記公演にご来場のクラシック会員限定イベント

シビコロ会入会募集 この機会にぜひご入会ください！

料金：各回【全席自由】1講座500円

シビックセンター開館20周年記念事業

残席僅か

2021年1月31日
（日）
15:00開演

講師：松本大輔

2021年3月20日
（土・祝）

※感染拡大防止のため、開催日と会場が変更になりました。

エキサイティングステージ

父クレメンス・ハーゲンの才能を受け継ぎ、
いま世界がもっとも注目する
チェロ界の新星ユリア・ハーゲン。公演を前に、
日本の印象や本公演
への想いが詰まったインタビューをお届けします。

− 今までの来日で感じた、日本の好きなところ
わたしは日本の超大ファンです！これまでに２回、美しい日本を訪れましたが、
フレンドリーで、
オープンで、心の優しい人々、音楽への敬愛、
そして何より、
「信じられないほど美味しい日本料
理」
に恋をしました。

2021年3月19日
（金）
11:00開演

みんな

VIEW

・お世話になっている
家族や友人にコンサートを
プレゼントしたい☆ など
シビックセンターが全面協力します！
・応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、
シビックセンターまで提出
・締め切り：1月29日
（金）
必着
※応募に関する詳細は、
ホームページをご覧ください。

お 知 ら せ

2021年4月〜2022年3月公演ラインナップは次号でお知らせいたします。
2021年はシビックセンターが開館して20年になる節目の年です。
皆様の心に残るようなコンサートをお届けします。
どうぞ楽しみにお待ちください。

※開場時間は、開演の30分前です。 ※公演内容・曲目については、一部変更される場合がございます。 ※未就学児の入場はご遠慮ください。

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

コンサートホール コロネット スケジュールは裏面へ

コンサートホール コロネット 1・2月のスケジュール
１

9

［土］

13：30開演

10 14：00
［日］

月

愛知県立岩津高等学校オーケストラ部 第49回定期演奏会
●無料
●愛知県立岩津高等学校 0564-45-2005

23 14：00
［土］

24

パピーズ子どもミュージカル 第19回定期公演

開演 ミュージカル「ピーターパン」
〈予定〉 ●要整理券
●三輪 090-1989-0850

31 15：00
［日］

２

6

［土］

7

［日］

月

11 11：00

七田式岡崎駅前教室発表会

開演未定

［木・祝］

●関係者のみ
●堀内 090-1478-0508

15：00開演

NAOTO アコースティック・コンサート with 榊原大
●販売予定枚数終了
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

13 14：00
［土］

23 13：00

［火・祝］

ヴァイオリン＆ヴィオラ＆ピアノで贈る45分のコンサート

シビック・スプリングコンサート
〜blossom 春の訪れ〜
2021年3月3日
（水）
11:00開演

会場：コンサートホール コロネット
出演：浅井由紀
（ヴァイオリン）
、柿本朱美
（ヴィオラ）
、酒井黎子
（ピアノ）
曲目：ヴィヴァルディ/四季より
「春」、
チャイコフスキー/くるみ割り人形より
「花のワルツ」
春の童謡メドレー ほか
チケット：2月3日
（水）9：00よりシビックセンター1階総合案内にて入場チケット配布
※先着150枚、
おひとり2枚まで。
協力：岡崎音楽家協会

入場無料

樹木の開花が始まり春の訪れを感じる頃、音楽でも春を感じてみませんか？
地元の音楽家達が、春らしい曲とトークで心あたたまるひとときお届けします。

打楽器2人とピアノによるアンサンブル

開演 「コラボックルファミリーコンサート」
●大人1,000円 小人500円
●コラボックル 090-1232-7995

開演未定

［日］

※12月10日現在の情報です。
※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。

日本壮心流南心昭武館

令和三年初舞会

●無料
●佐野 090-5031-1565

ギタリストたちの饗宴

開演 ●全席指定 一般3,500円、学生2,000円〈残席僅か〉
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

みんなの音楽学校 クラシック音楽と岡崎

開始 第3回 100年前･･･ドビュッシー、ストラヴィンスキーが生きた世界とその時代の岡崎
●全席自由 500円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

愛知学泉短期大学

卒業ファッションショー

開演 ●要整理券
●愛知学泉短期大学 0564-34-1212

繭の会

第17回

リトルコンサート

開演 ●関係者のみ
●髙井 0564-51-0194

参加者募集

コロネット市民音楽フェスティバル2021
音楽活動をしているみなさん、
自身で企画したコンサートを音楽専用ホールで開催しませんか？

充実支援

コンサートを開催するために必要な事前準備から公演当日まで、
徹底サポートいたします！
！

開催期間：2021年9月16日
（木）
〜2021年9月22日
（水）
場
所：コンサートホール コロネット
参加資格：音楽活動されている個人または団体（詳細は募集要項をご覧ください）
応募方法：応募用紙に必要事項を記入の上、
シビックセンターまで提出
締め切り：2021年3月20日
（土）
必着
応募が初めての方や検討中の方を対象に事前説明会を開催します
日時：2021年2月11日
（木・祝） 15：00〜
申込：シビックセンターまで電話またはメール
（okazaki@sps.sgn.ne.jp）

岡崎市シビックセンターの主催事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、岡崎市のガイドラインに基づき、対策を講じながら実施させていただきます。
チケットはご予約のみとなり、お支払い・お引取りは各公演日の2週間前から岡崎市シビックセンターにて承ります。
ご予約いただけるお席は、十分な間隔を保つため概ね四方（前後左右）を1席ずつ空け、収容定員の半分以下となります。
ガイドラインが緩和され、ご予約いただける席を追加する場合は、緩和後にご予約いただいた方が隣席に着席することがあります。
●来館前に検温し、発熱又は風邪の症状のある方、体調の優れない方は来館を控えてください。
●来館時はマスク着用、
こまめな手洗いを徹底し、
３密
（密集・密接・密閉）
の回避をお願いします。
●施設を利用される方は、施設の利用条件の遵守をお願いします。遵守いただけない場合、利用をお断りすることがございます。
●利用後は施設に滞留することなく、速やかな退館にご協力ください。

ご来館される
お客様へ

図書室スタッフおすすめの1冊！
『野良猫を尊敬した日』

著 / 穂村弘

（9：00〜20：00/休館日をのぞく）

インターネットチケット予約

TEL.0564-72-5111

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/

お問合せ 岡崎市シビックセンター

TEL.0564-72-5111 FAX.0564-72-5110
〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15番地

岡崎市役所
名鉄名古屋本線

岡崎
I.C

２４８ ４８３
岡崎警察署
イオン岡崎

共立
病院

北駐車場

光ヶ丘
女子高

戸崎町
P

ほたる橋南

西友 岡崎刈谷線
立体駐車場

岡崎市シビックセンター
東口

主催公演チケットの主な取扱場所
岡崎市シビックセンター 窓口販売・電話予約

４８

■開室時間：9:00〜21:00（日曜、
祝日は17:00まで）
■1月の休室日：1（金・祝）
〜4日
（月）
、
11日
（月・祝）
、
18日
（月）
、
25日
（月）
、
26日
（火・臨時休室）
■2月の休室日：1日
（月）
、
8日
（月）
、
15日
（月）
、
22日
（月）
■休室日：月曜日
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118
※お話と紙芝居の会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
当面の間、
中止しています。

東岡崎駅

羽根ガード東
P

岡崎駅
JR東海道本線

）70 引き

コーヒー（

1

八帖

岡崎公園前駅

愛知環状鉄道

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
（am9:00〜am11:00）
にこのページをご提示いただくと、
ホット、
アイス、
円
アメリカンに限る
有効期限：2021年1月4日
（月）
〜2月28日
（日）※ご注文時にご提示ください。
■営 業 時 間：9:00〜17:00
（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

至豊田
中岡崎駅

おやっと感じるタイトルの
この本。著者の穂村弘さん
は 歌 人として 著 名 です が
エッセイもすごく面白い！歌
人ならではの日常描写はテ
ンポが良く、さくっと読める
本をお探しの方におすすめ
の１冊です。

ジャムトーストセット

至名古屋

１階 カフェレストラン
「グリーンハウス」

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

ABホテル

庄司田1

至蒲郡

1

至豊橋

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。

Facebookで

最新情報をチェック！

※公演によっては、左記以外のプレイガイドでの販売もございます。各公演チラシをご確認ください。※都合により内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。

