―毎日音楽が楽しめる！音楽満載の一週間！―
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23 ＢｒａｓｓＲｕｂａｔｏ

（ブラス・ルバート）

［月・祝］

〜金管楽器の調べ〜

岡崎市シビックセンター
コンサートホール

24 ハーモニカコンサート
岸辺のカエル

［ 火 ］ 〜みんなで歌える懐かしのメロディー〜
【開場】
１３：3０【開演】14：0０【終演予定】
１５：45

【開場】
１３：3０【開演】14：0０【終演予定】
１５：3０
クラシックからジャズ、
ポップスまで様々な
ジャンルの音楽を金管楽器でお届けします。
楽器紹介コーナーでは演奏楽器の魅力を
ご紹介します。
ぜひ、
金管楽器の音色をお楽しみください。

ハーモニカのアンサンブルで昭和、
平成の懐かしい曲をお届けします。
ハーモニカの紹介や会場の皆さまに
歌っていただける曲もある
楽しいコンサートです。

無料

無料

入場料：
※要整理券 ※未就学児入場可
出 演：Brass Rubato（ブラス・ルバート）
曲 目：展覧会の絵ダイジェスト、
グレン・ミラーメドレー
米津玄師／パプリカ ほか
主 催：Brass Rubato
問合先：嶋田／090-5622-2889

入場料：
※要整理券 ※未就学児入場可
出 演：岸辺のカエル（岸真司、田中由紀、畔柳清子、松本征輝、木村皓吉）
曲 目：荒城の月、
クワイ河マーチ、見上げてごらん夜の星を
山寺の和尚さん ほか
主 催：岸辺のカエル
問合先：岸／090-7696-3092

25 日本抒情歌のひととき
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［ 水 ］

【開場】
１３：3０【開演】14：0０【終演予定】16：0０

【開場】
１３：3０【開演】14：0０【終演予定】16：0０

前半は、
楽器と演奏者の魅力を
独奏・独唱でお贈りし、
後半は、
芥川龍之介の名作
「蜘蛛の糸」
を
クラリネット、
ピアノ、
歌で紡いで
お届けします。

バリ
トン独唱と女声合唱による
トーク付のコンサートです。
広く親しまれている日本の歌を
お届けします。
どうぞ、
お楽しみに。

5００

音楽物語 蜘蛛の糸

［ 木 ］ 〜クラリネットとピアノとうたのコンサート〜

円 ※未就学児入場可
入場料：
出 演：野中建一郎（バリトン）、三島合唱クラブ、佐伯ひなこ、中山朋子（ピアノ）
曲 目：滝廉太郎／荒城の月、
山田耕筰／この道、
中山晋平／波浮の港
たかしまあきひこ
（編）
／童謡・唱歌四季メドレーより秋･冬 ほか
主 催：野中建一郎、三島合唱クラブ（代表 諸田孝子）
問合先：野中／0564-52-7420

8００

入場料：
円 ※身障者手帳をお持ちで鑑賞希望の方は、お問合せ先までご連絡ください。
出 演：本田沙紀（クラリネット）、
田中恵（ピアノ）、
三輪晴美（メゾ・ソプラノ）
曲 目：木下牧子
（曲）
・芥川龍之介
（原作）
／音楽物語 蜘蛛の糸
シューマン／クラリネッ
ト幻想小曲集 作品73
ショパン／ピアノソナタ第３番第１楽章 ほか
主 催：Petit（プチ）こまち 問合先：三輪／080-5161-4604
※未就学児入場可
（無料、
親子室利用）

７２−５１１１ ※9：00〜20：00
■チケット発売日：７月１日（月）9：00より ■チケット取扱場所：岡崎市シビックセンター（０５６４）
各公演の問合せ先まで

■主催：Brass Rubato、岸辺のカエル、野中建一郎、三島合唱クラブ（代表 諸田孝子）、Petit（プチ）こまち、みずきの会、
エレクトーンサークル Soundscape、
お問合せ
豊田楽友協会「たなばたプラス」
■共催：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 ■後援：岡崎市教育委員会
※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。 ※ご来場の際には、
公共交通機関をご利用ください。

岡崎市シビックセンター

〒444-0813
Tel.０
５64-72-5111 Fax.0564-72-5110
岡崎市羽根町字貴登野15番地 ホームページ. httpｓ://www.civic.okazaki.aichi.jp/

―毎日音楽が楽しめる！音楽満載の一週間！―
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［ 金 ］
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ガッキーとゆかいな
音楽仲間コンサート
〜わくわくガッキースクールへようこそ！〜

岡崎市シビックセンター
コンサートホール

28

［ 土 ］

【開場】
１4：0０【開演】14：3０【終演予定】
１6：30

【開場】17：3０【開演】18：0０【終演予定】19：00
ガッキーとゆかいな音楽仲間と一緒に
学校の１日を音楽で過ごしませんか？
いろいろな楽しい授業に給食や
掃除の時間・・・。
さて、
どんな音楽が飛び出すか、
お楽しみに！

5００

入場料：
円 ※大人ひとりにつき3歳未満１名まで膝上鑑賞無料。席が必要な場合はチケット要。
出 演：みずきの会 仲川尚美（ヴォーカル）、青木純子（パーカッション）、中村香予、伊藤美幸、
曲
主

鹿取美和
（電子オルガン）
、
河岸桂子
（ピアノ）
、
碓井彩那
（フルート）ほか

目：増田裕子／ひげ画伯おもしろパネルシアター
「食べたのだあれ？」
かとり みわ／音楽絵本「くろたん」
より くろたんとまめたん
ルロイ・アンダーソン／シンコペーテッド・クロック、米津玄師／パプリカ ほか
催：みずきの会 問合先：仲川／090-3937-1367

Soundscape Electone
Concert Autumｎ 2019

最新機種のエレクトーン３台のアンサンブルで
多彩なジャンルの曲にサークルメンバーによる
アレンジを交えてお届けします。
管楽器や打楽器など様々な楽器の音色も
楽しめる魅力溢れるエレクトーンの
世界をどうぞ。

無料

入場料：
※要整理券 ※未就学児入場可
出 演：エレクトーンサークル Soundscape（サウンドスケープ）
曲 目：クイーン／ボヘミアンラプソディー、米津玄師／パプリカ
もみじ
（オーケストラアレンジ）ほか
主 催：エレクトーンサークル Soundscape
問合先：後藤／090-6104-1334・E-mail：takuya.g.sp@gmail.com

芸術の秋
29 実りの秋、
アンサンブルの秋

［ 日 ］

【開場】
１３：3０【開演】14：0０【終演予定】16：0０
愛知県内で活動中の
アンサンブルチームが一堂に会し、
お届けするコンサート。
木管・金管楽器の様々な編成で
独特な楽器の響きをお楽しみください。

無料

入場料：
※要整理券 ※未就学児入場不可
出 演：豊田楽友協会「七夕
（たなばた）
プラス」、Coco Lumiere
しろくまカルテット ほか
曲 目：酒井格／たなばた
（The Seventh Night of July）
高橋宏樹／トレス・
トロバドル ほか
主 催：豊田楽友協会
「たなばたプラス」 問合先：福永／090-1158-5263

■チケット発売日：７月１日（月）9：00より
７２−５１１１ ※9：00〜20：00
■チケット取扱場所：岡崎市シビックセンター（０５６４）

岡崎市シビックセンター
〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15番地

Tel.０
５64-72-5111

ホームページ.

Fax.0564-72-5110

httpｓ://www.civic.okazaki.aichi.jp/

アクセス
●JR岡崎駅東口より徒歩約7分
●名鉄東岡崎駅から
名鉄バスのりば
「岡崎駅前」
行き乗車
「岡崎市シビックセンター」
バス停下車徒歩約1分

