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OKAZAKI CITY

CIVIC CENTER Vol.
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コロネットインフォメーション 2021.
バロック音楽界におけるもっとも名高い楽団
開館20周年記念事業

岡崎から音楽の素晴らしさを天下に伝える

プレミアムコンサートシリーズ

クローズアップおかざき

イ・ムジチ合奏団 〜結成70周年記念ツアー〜

アンサンブル天下統一 2021

Ⓒノザワヒロミチ
ⒸErnesto De Angelis

2021年9月25日
（土） 15：00開演

2021年10月2日
（土） 15：00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）
〕
パスカル・
ドゥヴァイヨン
（ピアノ）
曲目：ヒンデミット/弦楽三重奏曲 第2番
ブラームス/ピアノ四重奏曲 第2番 イ長調
料金：【全席指定】一般3,500円 学生
（25歳以下）
2,000円 クラ割引
助成：公益財団法人日本室内楽振興財団

出演：イ・ムジチ合奏団
曲目：パッヘルベル/カノン
モーツァルト/アイネ・クライネ・ナハトムジーク
ボッケリーニ/メヌエット
ヴィヴァルディ/ヴァイオリン協奏曲集「四季」 ほか
料金：【全席指定】一般7,000円 学生
（25歳以下）
3,000円 クラ割引
ヴィヴァルディの「四季」
で世界中に空前のバロック・ブーム旋風をおこし、
日本で
も記録的セールスを達成したイ・ムジチ合奏団が登場します。聴き馴染みのある
イ・ムジチ合奏団王道のプログラムを、繊細な響きを間近で楽しめるコロネットで
披露します。開館20周年を飾る華やかな音色をご堪能ください。

2014年の結成以来、室内楽のコンサートや青少年の育成に取り組み活動を
続ける弦楽トリオ。今年は、
ピアノの巨匠パスカル・
ドゥヴァイヨンとともに室内楽
の醍醐味を味わうドイツ音楽の光と影を聴かせます。
シビックセンターを拠点と
して、音楽の天下統一を加速させている
「アンサンブル天下統一」に、今年も
ご期待ください！
※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。

チケット発売日 ●クラシック会員：6月5日
（土）●ベーシック会員：6月12日
（土）●一般：6月19日
（土）※電話予約は、残券がある場合のみ6月20日（日）9：00から。

ジ ュニ ア シ ート の ご 案 内
岡崎市在住・在学の小中高生を対象に、各公演2名までを無料でご招待します。気になるコンサートに応募して、
コンサートを聴いてみましょう！
●申込締切：6/12
（土）
必着 ※応募方法の詳細は、
シビックセンターHPをご確認ください。

5月22日発売 岡崎市在住のソプラノ歌手、
初登場
アートマネジメント支援プログラム

畝部理佐 デビュー・ソロ・リサイタル
〜歌宴（うたげ）〜

２回公演 ウィーン・フィルの若き名手の名演に酔いしれる１時間
プレミアムランチタイムコンサート

ソフィー・デルヴォー ＆ ダニエル・オッテンザマー
2021年6月27日
（日）
14：00公演

17：30公演

ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲
グリンカ/悲愴三重奏曲 ニ短調
第4番 変ロ長調「俗歌」
サン＝サーンス/ファゴット・ソナタト長調
プーランク/クラリネット・ソナタ
ホロヴィッツ/
ケックラン/ファゴット・ソナタ
クラリネットとピアノのためのソナチネ
メンデルスゾーン/
メンデルスゾーン/
２つのコンツェルトシュテュック ヘ短調
２つのコンツェルトシュテュック ニ短調
料金：【全席指定】一般2,500円 学生
（25歳以下）
1,000円
※各回価格

2021年7月4日
（日） 14：00開演

出演：畝部理佐
（ソプラノ）
、金澤みなつ
（ピアノ）
曲目：J.シュトラウスⅡ/喜歌劇『こうもり』
より
「シャンパンの歌」
山田耕筰/待ちぼうけ
プッチーニ/歌劇『蝶々夫人』
より
「ある晴れた日に」ほか
料金：【全席自由】一般・会員共通1,000円
オペラの本場ウィーン帰りのソプラノ歌手・畝部理佐が、
新型コロナウ
イルスの影響による延期を経て1年4か月越しに、
地元岡崎でのソロ・リ
サイタル・デビューを果たします。
ヨーロッパ各国のオペラアリアから日本
の不朽の名曲で織りなす、
国際色豊かな歌の世界にご期待ください。
アートマネジメント支援プログラムとは？
舞台芸術に関わる仕事に関心のある方をシビックセンターが支援・
サポートし、
実践を通してアートマネジメント
（企画制作）
を学んでいた
だく活動です。
〔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

※クラシック会員割引はございません。

難関で若手音楽家の登竜門として名高い、
ミュンヘン国際コン
クールで最高位を受賞のほか、数々の国際コンクールで輝かし
い賞を受賞。若干22歳でドイツの名門ベルリン・フィルハーモ
ニー管弦楽団の首席ファゴット奏者を務め、24歳から伝統ある
ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者を担い活躍し
ソフィー・デルヴォー（ファゴット） ている逸材です。
23歳からウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席クラリネッ
ト奏者として楽団を支えているほか、
ソリストとしてザルツブルグ・
モーツァルテウム管弦楽団など世界のオーケストラと共演。室
内楽の分野でも名だたる音楽家と共演し、世界２大オーケスト
ウィーン・フィルとベルリン・フィルの精鋭達で結成された
「ザ・
ⒸJulia̲Stix ラ、
ダニエル・オッテンザマー（クラリネット） フィルハーモニクス」のメンバーでもある大注目の俊英です。
ソロ・ピアニストとして世界各国で活躍し、室内楽でも世界の音
楽家と共演しています。また、
ダニエル・オッテンザマーと共に
「ザ・フィルハーモニクス」のメンバーとしても活動しています。
クリストフ・
トラクスラー（ピアノ）

※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 6・7月のスケジュール
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［火］

13
［日］

14：00開始

第94回

６

26 14：00

月

全国安全週間説明会

［土］

●無料
●岡崎労働基準協会 0564-52-3692

27

ピティナ・ピアノステップ岡崎6月地区

開演未定

11：30開演

4

14：00開演 畝部理佐 デビュー・ソロ・リサイタル〜歌宴（うたげ）〜

うさみあきピアノおさらい会

プレミアムランチタイムコンサート

ソフィー・デルヴォー＆ダニエル・オッテンザマー
一般2,500円、学生1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

［土・日］

●無料
●宇佐美 0564-55-1430

アートマネジメント支援プログラム

［日］

①14：00開演

10・1110：00
18 14：30

月

3

［土］

岡崎音楽家協会会員によるシーズンコンサートVol.11

開演 ●要整理券
●岡崎音楽家協会
（天野）080-3627-8294

［日］ ②17
：30開演 ●全席指定

●無料
●PTNAおかざき竹千代ステーション 090-8556-3659

７

※5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。

●全席自由 1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

ピティナ・ピアノコンペティション岡崎地区予選

開演 ●無料
●ピティナ岡崎支部 090-3954-9847

［日］

開演 JCN発声研究会
●要整理券
予定
●三輪 090-1989-0850

［土］

開演 ●無料
●辻村 090-4157-4529

31 13：00

30周年記念コンサート

辻村音楽教室発表会

ホ ー ル
利 用
相 談 会

5月22日発売 クラシック音楽を楽しく知る音楽講座

みんな

の

音楽学校

松本大輔が語る音楽の愉しみ方
第1回 ヴィヴァルディとヴァイオリン
2021年7月17日
（土）
11：00〜12：10（休憩なし）

会場：リハーサル室第2
講師：松本大輔
料金：【全席自由】一般・会員共通500円

コンサートホールの利用を検討している方を対象とした
「ホール利用相談会」
を開催
します。ホールの特徴や舞台設備の説明、催事開催にあたってのアドバイスなど、
シビックセンタースタッフが丁寧にお答えする相談会です。

クラシック音楽を知り尽くしている松本大輔が、様々な角度からテーマに斬り込み、
クラシック音楽の愉しみ方を熱く軽快に語ります。
今年度第1回目は、誰もがきっと一度は耳にしたことがあるヴァイオリンの美しいメ
ロディが印象的な
「四季」
を作曲したイタリアの作曲家ヴィヴァルディとヴァイオリン
に焦点をあてます。
ヴィヴァルディが活躍していた頃の時代背景や音楽事情に始ま
り、
ヴィヴァルディはどんな人生を送ったのか、人物像にも迫ります。
また、
その時代に
盛んになった器楽曲の代表楽器ヴァイオリンについても語ります。
この講座でヴィヴァルディを知ると、
これまでと違った視点で
「四季」
を聴きたくなる
でしょう。

●内

容：舞台設備
（ピアノ、音響、照明、
スクリーン等）
の紹介、
来場者のスムーズな誘導方法、催事での感染症対策など
●対
象：これまでにホールを一度も利用したことがなく、今後のホール利用を
検討されている方
●開催日時：6月24日
（木） ①10：00 ②15：00
7月9日
（金） ①10：00 ②15：00 ※各回1時間、2組まで
●申込方法：電話にて先着順。お申し込みの際、企画される催事について詳細を
お伺いします。例：
「催事内容
（ジャンル）
」
「ピアノ利用の有無」
「プロジェクター利用の有無」等
●注意事項：密を避けるため、一団体5名まででご参加ください

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、収容定員の半分以下となる場合があります。
●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！
『もっと日本が好きになる！なるほど都道府県 312』

お食事代

（お食事を注文の場合のみ）

※新型コロナウィルスの感染状況により、
変更になる場合がございます。

■お問合せ先：TEL 0564-58-1010

４８

■開室時間：9:00〜21:00（日曜、
祝日は17:00まで）
■休室日：月曜日
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

岡崎市役所
名鉄名古屋本線

岡崎警察署
イオン岡崎
北駐車場
戸崎町
P

共立
病院

光ヶ丘
女子高

（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

岡崎市シビックセンター
ABホテル

庄司田1

Facebookで

最新情報をチェック！

※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。 ※次回の発行は8月1日です。

ほたる橋南

西友 岡崎刈谷線
立体駐車場

至蒲郡

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

岡崎
I.C

２４８ ４８３

東口

有効期限：2021年6月1日
（火）
〜7月31日
（土）※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：日曜日

東岡崎駅

羽根ガード東
P

岡崎駅
JR東海道本線

10 引き
%

1

八帖

岡崎公園前駅

愛知環状鉄道

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、

至豊田
中岡崎駅

1都、1道、2府、43県、日
本全国47都道府県の情
報が満載です。おうち時
間に、家族みんなでのん
びりと日本一周社会科見
学の旅気分を楽しんでみ
てはいかがでしょうか。

至名古屋

監修 / 篠原 靖

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

1

至豊橋

