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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 9・10

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

9 月・10 月  チ ケ ット発 売 情 報9月・10 月  チ ケ ット発 売 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

シビックセンター イチオシ公演♪シビックセンター イチオシ公演♪
千年の歴史を伝える古の響
 ようこそコロネットシリーズ

宮田まゆみ　雅楽の調べ

チケット発売日 ※会員先行販売はインターネットチケット予約のみでの販売。※各日、朝9：00～販売開始。

●クラシック会員：9月5日（土） ●ベーシック会員：9月12日（土） ●一般：9月19日（土）

ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca

2020年11月8日（日）15:00開演
出演：ネマニャ・ラドゥロヴィチ
　　　（ソロ･ヴァイオリン）
　　　＆フレンズ（弦楽五重奏）
曲目：ヴィターリ/シャコンヌ ト短調
　　　J.S.バッハ（セドラー編）/
　　　　トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
　　　セドラー/日本の春
　　　モンティ/チャールダーシュ　ほか
料金：【全席指定】 一般5,000円、
 学生（25歳以下）3,000円

 プレミアムコンサートシリーズ

ネマニャ・ラドゥロヴィチ＆フレンズ〈悪魔のトリル〉

それぞれの個性あふれる音色と華麗なテクニックで、ギター
の魅力を余すことなく堪能できる、コロネットでしか聴けない
至極のコンサートをお贈りします。

2021年1月31日（日）15:00開演 
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
　　　タレガ/アルハンブラの思い出
　　　ラヴェル/高雅で感傷的なワルツ　ほか
料金：【全席指定】 一般3,500円、
 学生（25歳以下）2,000円

エキサイティングステージ

ギタリストたちの饗宴

1997年冬季長野オリンピック開会式で宮田まゆみが奏でた｢君が代｣は大きな
話題となり、笙の魅力を世界へ発信しました。古くから日本文化に根付く笙の
音色と、篳篥・龍笛を交えた雅楽の響きを未来へと継承します。

2020年10月24日（土）15:00開演 
出演：宮田まゆみ（笙）、
　　　中村仁美（篳篥）、八木千暁（龍笛）
曲目：平調 越天楽、黄鐘調 越天楽
　　　西王楽破、拾翠楽　ほか
料金：【全席指定】 一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円

2020年11月21日（土）15:00開演
出演：ガボール・タルケヴィ（トランペット）、
　　　プジェミスル・ヴォイタ（ホルン）、
　　　ファブリス・ミリシェー（トロンボーン）、城 綾乃（ピアノ）
曲目：ファリャ/7つのスペイン民謡
　　　シュレック/トロンボーン・ソナタ「大天使ガブリエリの嘆き」
　　　グリエール/ホルンのための4つの小品 Op. 35
　　　プーランク/ホルン、トランペットとトロンボーンのためのソナタ　ほか
料金：【全席指定】 一般4,000円、
 学生（25歳以下）2,000円

〔各公演共通項目〕 　　　　：クラシック会員10％割引対象公演　※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。

 プレミアムコンサートシリーズ

タルケヴィ×ヴォイタ×ミリシェー
ブラス・トリオ

クラシックからポップスまで多彩な表現で魅了新たなギター界を切り開く名手たちの響き

 クローズアップおかざき

アンサンブル天下統一 2020

世界レベルの実力を持つメンバーで、毎年公演を重ねている｢アンサンブル天下
統一｣。今年度も岡崎でしか味わえない特別なプログラムをお届けします。

元ベルリン・フィル首席のトランペット奏者ガボール・タルケヴィをはじめ、世界的
トッププレイヤーによる華やかな金管楽器の響きをご堪能ください。

高度なテクニックと美音に一瞬で引き込まれてしまう情熱のパフォーマンスで魅了
する圧巻のコンサートは必聴必見！

2020年11月4日（水）19:00開演 
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）〕
　　　川口尭史（ヴァイオリン）、山本周（ヴィオラ）、泉優志（チェロ）
曲目：ハイドン/3つの弦楽三重奏曲 第2番 変ロ長調 Op. 53-2
　　　モーツァルト/弦楽五重奏曲 第4番 ト短調 K. 516
　　　ブラームス/弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調 Op. 18
料金：【全席指定】 一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円 クラ割引

クラ割引

クラ割引クラ割引

クラ割引

クラ割引
クラ割引

撮影：日置真光　写真提供：静岡音楽館AOI

●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。

ⒸMatsunao KokuboⒸMatsunao Kokubo

ⒸSHIMON SEKIYAⒸSHIMON SEKIYA

ⒸSatoshi OonoⒸSatoshi Oono

チケット発売日 ※会員先行販売はインターネットチケット予約のみでの販売。※各日、朝9：00～販売開始。

●クラシック会員：10月3日（土） ●ベーシック会員：10月10日（土） ●一般：10月17日（土）

ジャンルにとらわれない卓越した音楽センスを持つNAOTOと榊原大が奏でる創
造性溢れるステージ！

2021年2月7日（日）15:00開演 
出演：NAOTO（ヴァイオリン）、榊原大（ピアノ）
曲目：クライスラー/愛の喜び、ピアソラ/リベルタンゴ
　　　NAOTO/HIRUKAZE
　　　　～NHK｢スタジオパークからこんにちは｣テーマ曲～
　　　榊原大/架空鍵盤～Air Piano～　ほか
料金：【全席指定】 一般3,500円、
 学生（25歳以下）2,000円

エキサイティングステージ

NAOTO アコースティック・コンサート with 榊原大

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。

「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11月1日です。

岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝える

好評発売中 好評発売中

好評発売中 好評発売中

8/3 Stay Home Concertアンサンブル天下統一の様子8/3 Stay Home Concertアンサンブル天下統一の様子



コンサートホール コロネット 9・10月のスケジュール

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！

ここにある木の棒――
よく見てよく見て！釣
竿？絵筆？それとも、
剣…？｢き｣が｢き｣じゃ
ない!?訳者のシャレも
きいた、子どもの見立
てをヒントに描かれた
絵本です。

作 /アントワネット・ポーティス
訳 /中川ひろたか

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■９月の休室日：7日（月）、14日（月）、21日（月）、28日（月）
■10月の休室日：5日（月）、12日（月）、19日（月）、26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。

『きがきじゃない』

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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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。

お問合せ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 TEL.0564-72-5111
（9：00～20：00/休館日をのぞく）

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

インターネットチケット予約　https://www.civic.okazaki.aichi.jp/

　

※8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。

2020年10月31日（土）15:00開演
出演：古部賢一（オーボエ）、鈴木大介（ギター）
曲目：モリコーネ/ニュー・シネマ・パラダイス
　　　鈴木大介編/日本のうたメドレー　ほか
料金：【全席指定】 会員・一般共通1,500円、
 学生（25歳以下）500円
＊クラシック会員の割引はございません。＊本公演は（公財）三井住友海上文化財団の助成により特別料金に設定しています。

第1回 300年前･･･ヴィヴァルディ、バッハが生きた世界とその時代の岡崎
2020年9月12日（土）11：00～12：10（休憩なし） 会場：コンサートホール コロネット

第2回 200年前･･･ベートーヴェン、ショパンが生きた世界とその時代の岡崎
2020年10月10日（土）11：00～12：10（休憩なし） 会場：コンサートホール コロネット

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13日（土）11：00～12：10（休憩なし） 会場：リハーサル室第２

料金：【全席自由】 1講座500円／全3講座セット券1,200円

 ようこそコロネットシリーズ

古部賢一 ＆ 鈴木大介 オーボエ・ギター
デュオ・コンサート

三井住友海上文化財団 ときめくひととき 第878回

オーボエとギターによる心地よいハーモニーで、世代を問わず楽しめる名曲や映
画音楽、日本のうたをトークも交えてお届けします。

2020年は、ベートーヴェン生誕250周年。記念すべきメモリアルイヤーに、ドイツ・
ピアノ音楽の伝統を受け継ぐ巨匠ゲルハルト・オピッツが、ベートーヴェン4大ピア
ノ・ソナタをお贈りします。

2020年12月20日（日）15:00開演
出演：ゲルハルト・オピッツ（ピアノ）
曲目：ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ
　　　「悲愴」「月光」「テンペスト」「熱情」
料金：【全席指定】 一般5,000円、
 学生（25歳以下）2,000円

 プレミアムコンサートシリーズ

ゲルハルト・オピッツ ピアノ・リサイタル

クラ割引
ⒸHT/PCMⒸHT/PCM

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、第１回、第２回の会場をリハーサル室第2からコンサートホールに変更いたしました。

●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

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：2020年9月1日（火）～10月31日（土） ※ご注文時にご提示ください。

9月7日（月）14:30閉店（14:00 L.O.）　

Ⓒ土居政則Ⓒ土居政則 ⒸMatsunao KokuboⒸMatsunao Kokubo

時代毎に活躍した作曲
家や作品を紹介し、そ
の時代に岡崎では何
が起きていたのか…?!
じっくり掘り下げていく
人気音楽講座。

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1,078円）
サラダ＋スープ＋
メインディッシュ＋
ライス＋ドリンク

13：30開始11
［金］

2020年度 全国労働衛生週間説明会
●関係者のみ
●岡崎労働基準協会 0564-52-3692

９ 月

10：00開演13
［日］

2020カワイミュージックフェスティバル
●関係者のみ
●株式会社河合楽器製作所 0564-71-7147

14：00開演20
［日］

TMF合同発表会2020
●無料
●株式会社ツルタ楽器 0564-53-8950

①10：00
②14：0021

［月・祝］

TMF合同発表会2020
●無料
●株式会社ツルタ楽器 0564-53-8950

①10：00
②14：30

TMF合同発表会2020
●無料
●株式会社ツルタ楽器 0564-53-8950

22
［火・祝］

12：45開演3
［土］

ぽこ・あ・ぽこ発表会
●無料
●橋口 0564-23-7329

１０ 月

15：00開演17
［土］

Vivo！Okazaki　Concert
●無料
●ミワ 080-5161-4604

15：00開演24
［土］

宮田まゆみ　雅楽の調べ
●全席指定 一般3,500円、学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

15：00開演31
［土］

古部賢一&鈴木大介 オーボエ・ギター デュオ・コンサート
●全席指定 一般1,500、学生500円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

14：00開演18
［日］

山中惇史（ピアノ）＆山本葵（フルート）新しい演奏会のかたち ～ハープ太田咲耶を迎えて～
●3,000円
●AY＆AY PROJECT 0564-53-7765 concert_ticket_ms@yahoo.co.jp

好評発売中好評発売中

みんなの音楽学校
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～

講師：松本大輔講師：松本大輔


