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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 11

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

音 楽 の 秋 ♪ 1 1 月 の 主 催 コ ン サ ー ト音 楽 の 秋 ♪ 1 1 月 の 主 催 コ ン サ ー ト

コンサートホール コロネット スケジュールは裏面へ

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：渡辺香津美（ジャズギター）、奥村愛（ヴァイオリン）、
　　　須川展也（サクソフォン）、井上陽介（ベース）、
　　　奥村愛ストリングス（ヴァイオリン4名、ヴィオラ2名、チェロ2名）
曲目：トチカ2000（渡辺香津美作曲）、シング・シング・シング、枯葉、スペイン　ほか
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
※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。

11月23日（土）一般発売 名手たちによるラグジュアリーなステージ 

2020年3月7日（土）16:00開演（15:30開場）

エキサイティングステージ

ハッピー・ジャズ・アワー！

日本が誇るトッププレイヤーに名手揃いのストリングスが色を添え、珠玉のジャ
ズナンバーをたっぷりお届けします。贅沢なジャズの音で満たされたコロネットで
“至福の時間”をご堪能ください。

出演：ルイス・エスナオラ（ヴァイオリン）
　　　マシュー・ハンター（ヴィオラ）
　　　クヌート・ウェーバー（チェロ）
　　　マルクス・グロー（ピアノ）
曲目：エルフマン/ピアノ四重奏曲
　　　シューマン/ピアノ四重奏曲 変ホ長調 Op. 47
　　　ブラームス/ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 Op. 25
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般5,000円、学生（25歳以下）3,000円
※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。

好評発売中 伝統と格式のベルリン・フィル公式室内楽アンサンブル 好評発売中 唯一無二の異色デュオがコロネットに登場！

2020年1月26日（日）
15:00開演（14:30開場）

プレミアムコンサートシリーズ

ベルリン・フィルハーモニー ピアノ四重奏団

※詳しい応募方法は、シビコロ会DMの「先行予約のご案内」をご覧ください。
シビコロ会員 11月の先行予約　受付締切 11月12日（火）必着

全国各地で完売続出!!オペラ界の
第一線で活躍する歌手４人と、
ピアノの名手による大人気クラシッ
ク・ボーカル・グループが、ダイナミッ
クで心に響く歌声をお届けします。

名門ベルリン・フィルの錚々たるメンバーで構成される伝統ある室内楽アン
サンブルがコロネットに登場！ピアノ四重奏の名曲と、人気映画作曲家が彼
らのために書き下ろした新曲を披露します。

出演：藤原道山（尺八）
　　　ＳＩＮＳＫＥ（マリンバ）
曲目：ドヴォルザーク/
　　　交響曲 第9番「新世界より」
　　　伊福部昭/
　　　映画「ゴジラ」よりメインテーマ
　　　米山正夫/リンゴ追分、中村泰士/喝采　ほか
会場：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
※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。

※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。

2020年2月22日（土）
15:00開演（14:30開場）

ようこそコロネットシリーズ　藤原道山×ＳＩＮＳＫＥ
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～ 和★ＳＨＯＷＡ★

尺八の新たな魅力を拓く第一人者として幅広いジャンルで活躍する藤原道山と、
5オクターブのマリンバを自在に奏でるSINSKEによる人気デュオが登場。｢昭和｣
をテーマに時代を彩った名曲の数 を々お届けします。

ⒸYosuke KomatsuⒸYosuke Komatsu

渡辺香津美渡辺香津美
ⒸWataru NishidaⒸWataru Nishida

奥村愛奥村愛 須川展也須川展也

30
11

土
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

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

出演：イル・デーヴ〔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：谷川俊太郎詩/木下牧子作曲・編曲：春に
　　　中島みゆき詞・曲/信長貴富編曲：時代　ほか
料金：全席指定 一般4,000円、学生（25歳以下）2,000円

15：00開演
（14：30開場）

マルチな才能にメディアが大注目の岡崎市出身山中惇史
と、美音と音楽性で魅了する新進気鋭のサクソフォニスト住
谷美帆が初共演！各界の新星が、ピアノとサクソフォンの魅
力満載のプログラムを披露します。

17
11

日

クローズアップおかざき

山中惇史（ピアノ） ＆
住谷美帆（サクソフォン） 
デュオ・リサイタル

クローズアップおかざき

山中惇史（ピアノ） ＆
住谷美帆（サクソフォン） 
デュオ・リサイタル

曲目：J.S.バッハ/G線上のアリア
　　　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　ほか
料金：全席指定 2,500円
助成：芸術文化振興基金

15：00開演
（14：30開場）

親しみやすい箏奏者と
して活躍する片岡リサ
による、秋のお昼間に
気軽に楽しめるトーク
付きのコンサート。

27
11

水

コロネット ランチタイムコンサート

片岡リサ
　　箏リサイタル
～邦楽の音色で彩る秋の一日～

コロネット ランチタイムコンサート

片岡リサ
　　箏リサイタル
～邦楽の音色で彩る秋の一日～

出演：片岡リサ（箏）
　　　長谷川将山（尺八）
曲目：宮城道雄/春の海、秋の流れ、
　　　川の流れのように　ほか
料金：全席自由 1,000円

11：30開演
（11：00開場）



※10月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 11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！

物語の登場人物たちは、
自分自身なんてものは
存在しているのか？と
疑問を抱く。そんな時、
世界に「あること」が
起こる。想像と虚無の
対峙を描く短編集。

作者 /高橋源一郎

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■11月の休室日：4日（月）、5日（火）、11日（月）、18日（月）、
   24日（日）、25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

『さよならクリストファー・ロビン』

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。

岡崎から世界へ！フレッシュな演奏家をご紹介

9：30開演
午後（未定）2

［土］

ピティナステップ 岡崎秋季(1)
後藤みか トークコンサート
●無料
●ピティナおかざき☆きらりステーション（髙井） 0564-51-0194

9：30開演
午後（未定）4

［月］

ピティナステップ 岡崎秋季(2)
ミハウ・ソブコヴィアク トークコンサート
●無料
●ピティナおかざき☆きらりステーション（髙井） 0564-51-0194

12：45開演3
［日］

リベルタスコア コンサート
●無料
●リベルタデュオ 090-4250-2685

13：00開演9
［土］

第36回 モッザ会 ピアノ発表会
●無料
●堤 090-2264-5991

13：30開演10
［日］

ピアノ発表会
●無料
●松橋 090-2938-2614

15：00開演17
［日］

山中惇史＆住谷美帆 デュオ・リサイタル
●全席指定　2,500円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

15：00開演30
［土］

IL DEVU（イル･デーヴ）コンサート
●全席指定　一般4,000円　学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

10：00開始21
［木］

令和元年分 青色申告決算等説明会
●無料
●岡崎税務署 0564-58-6511

14：00開始21
［木］

支部委託研修会
●関係者のみ
●愛知県土地家屋調査士会岡崎支部 0564-55-8851

19：00開演23
［土］

トヨタトロンボーンアンサンブル 第16回定期演奏会
●無料
●鈴木 090-8323-8794

10：00開始
13：30開始20

［水］

令和元年分 年末調整等説明会
●無料
●岡崎税務署 0564-77-2906

14：00開演16
［土］

Armonia Vol.5
～岡崎音楽家協会メンバーによる室内楽コンサート～
●一般2,000円　高校生以下1,000円
●アルモニーア室内楽コンサート実行委員会（中尾） 0564-54-6134

14：00開演19
［火］

第72回岡崎市芸術祭参加
マンドリンの調べ ～秋のコンサート
●要整理券
●岡崎マンドリンアンサンブル（政所） 090-4444-7026

14：00開演
（予定）

24
［日］

2019ピティナ・ピアノコンペティション
入賞者コンサート「はじめのいっぽ」
●800円
●ピティナ岡崎支部（清水） 090-3954-9847

11：30開演27
［水］

コロネット ランチタイムコンサート　
片岡リサ 箏リサイタル ～邦楽の音色で彩る秋の一日～
●全席自由　1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

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11月1日（金）～30日（土） ※ご注文時にご提示ください。

11月11日（月）14:30閉店（14:00 L.O.）

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

数々のコンクールでの受賞歴があり今後を期待される岡崎市出身ピアニスト。
瑞 し々く情熱溢れる演奏をお聴き逃しなく。

曲目：パプスト/チャイコフスキーの歌劇
　　　｢エフゲニー・オネーギン｣による演奏会用パラフレーズ Op． 81
　　　ショパン（パプスト編）/小犬のワルツ　ほか
会場：リハーサル室第2（3階）　料金：全席自由 500円　定員40名
※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。

2020年1月25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３回　鈴木 美穂（ピアノ）

❖ 交流広場からのお知らせ

11月16日（土）～12月25日（水）
イルミネーションイルミネーション

花植え花植え

音楽や動物をモチーフにした
イルミネーションがシビックセンターを包み込みます。

場所：シビックセンター交流広場
12月8日（日） 9:30～

みんなで一緒に、きれいな花を植えませんか？
初めての方も大歓迎です！
※事前申し込み不要※前回の様子※前回の様子

トリオで奏でるクリスマストリオで奏でるクリスマスシビックロビー
コンサートvol.19

出演：星野奈菜美（フルート）、淺井愛美（サクソフォン）、古川友理（ピアノ）
曲目：星に願いを、アメイジンググレイス、クリスマスメドレー　ほか

2019年12月25日（水）12：30～13：00
入場
無料

※昨年の様子※昨年の様子


