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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

バッハ・コレギウム・ジャパンは、世界の第一線で活躍するオリジナル楽器のスペ
シャリストを擁して結成されたオーケストラです。バッハの宗教作品を中心としたバ
ロック音楽の理想的上演を目指し、日本国内のみならず海外でも活発な演奏活
動を展開しています。本公演では、2018年9月より首席指揮者に就任した鈴木
優人による弾き振りで、バッハの名作「管弦楽組曲」全曲を披露します。当館のメ
モリアルイヤーを飾るにふさわしい至極の音楽を、この機会にぜひご堪能下さい。

アンサンブル天下統一とステージに立つ若き演奏家たちは、8月3日～6日の
「アンサンブル・アカデミー」の受講者から選抜されたメンバーです。アカデミーで
得た演奏技術と共に音楽の素晴らしさ楽しさを、アンサンブル天下統一と開館20
周年をお祝いするステージで披露し、後世に繋げていきます。

2021年10月9日（土）　15：00開演
出演：鈴木優人（指揮・チェンバロ）、バッハ・コレギウム・ジャパン（管弦楽）
曲目：J.S.バッハ/管弦楽組曲全曲 BWV1066～1069
料金：【全席指定】 一般6,000円、学生（25歳以下）2,000円

プレミアムコンサートシリーズ

バッハ・コレギウム・ジャパン
2021年12月5日（日）　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）〕
　　　川口尭史（ヴァイオリン）、辻純佳（ヴァイオリン）、泉優志（チェロ）、
　　　渡邉玲雄（コントラバス）
　　　アンサンブル・アカデミー受講選抜者
　　　〔足利水月、河井勇人、梶山七生、鎌田鴻太郎、鈴木風優香、伊達紀花、
　　　望月崇史（ヴァイオリン）、寺島はな、山本絵里奈（ヴィオラ）、波多野太郎（チェロ）〕
曲目：モーツァルト/セレナード 第13番 ト長調

「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第1楽章
　　　ベートーヴェン/弦楽三重奏のためのセレナード ニ長調
　　　ボッケリーニ/弦楽五重奏曲 変ロ長調
　　　グリーグ/組曲「ホルベアの時代より」
料金：【全席指定】 一般2,500円、学生（25歳以下）1,500円
助成：芸術文化振興基金
　　　※クラシック会員割引はございません。※この公演は、オンラインでの配信を予定しています。

コロネット
アニバーサリーコンサート

〔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。クラ割引

クラ割引

クラ割引

開館20周年を飾るプレミアムコンサート好評発売中

クローズアップおかざき

柴田紗貴子 ＆ 岩崎洵奈
　　　　デュオ・リサイタル

故郷で織りなす名曲の調べ岡崎市出身！好評発売中

3歳からピアノを始め7歳でオーケストラと共演、9歳で国際デビュー。“神童”として
注目を集め、国内外で活躍を続ける小林愛実がコロネットに登場！

岡崎から全国へ、世界へ羽ばたき活躍する実力派2人がコロネットのステージに
登場します。数々の舞台で技術を磨き上げたソプラノ歌手・柴田紗貴子と、ショパ
ン国際ピアノコンクールの出場歴を持つピアニスト・岩崎洵奈。ふるさと“岡崎”の
一人一人へ音楽の力が届くよう、心を込めて名曲の数 を々お贈りします。

世界トップクラスのコントラバス奏者で結成されたカルテット「ザ・ベース・ギャング」
が奏でるバラエティに富んだ音色、豊かなハーモニーが、伴奏楽器とされるコント
ラバスのイメージを吹き飛ばす必聴のコンサートです。イタリアの国民性が溢れる
陽気でノリノリ、ユーモアたっぷりのステージ、情熱的でエキサイティング、ハイクオ
リティな生演奏を、この機会に思う存分お楽しみください！

2022年1月23日（日）　15：00開演
曲目：ショパン/アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ

24の前奏曲　ほか
料金：【全席指定】 一般3,500円

学生（25歳以下）2,000円

2022年2月26日（土）　15：00開演
出演：柴田紗貴子（ソプラノ）、岩崎洵奈（ピアノ）
曲目：プッチーニ/歌劇『つばめ』より ドレッタの夢
　　　J.シュトラウスⅡ/喜歌劇『こうもり』より
　　　　　チャールダーシュ ふるさとの調べよ
　　　ショパン/バラード 第1番 ト短調

幻想即興曲 嬰ハ短調　ほか
料金：【全席指定】 一般3,000円
　　　　　学生（25歳以下）2,000円

ランチタイムコンサート

ザ・ベース・ギャング
　　躍動のコントラバス

平日のお昼間に楽しくて音楽に夢中になれる1時間好評発売中

2021年11月25日（木）　11：00開演
出演：ザ・ベース・ギャング（アルベルト・ボチーニ、アメリゴ・ベルナルディ、
　　　アンドレア・ピーギ、アントニオ・シアンカレポーレ）
曲目：久石譲/人生のメリーゴーランド～ハウルの動く城より～
　　　ヴィヴァルディほか/低音の四季～Low Seasons～より
　　　中村八大/上を向いて歩こう
　　　J.S.バッハ＆プロコルハルム/バッハの…青い影　ほか
料金：【全席指定】 一般1,500円 ※クラシック会員割引はございません。

ようこそコロネットシリーズ

小林愛実　ピアノ・リサイタル

第18回ショパン国際ピアノコンクール本大会出場決定！

クラ割引

2022年2月19日（土）　16：00開演
出演：渡辺香津美（ジャズギター）、
　　　須川展也（サクソフォン）、奥村愛（ヴァイオリン）、
　　　井上陽介（ベース）、奥村愛ストリングス
曲目：ビリー・ストレイホーン/A列車で行こう
　　　グレン・ミラー/ムーンライト・セレナーデ　ほか
料金：【全席指定】 一般4,000円、学生（25歳以下）2,000円

エキサイティングステージ

ハッピー・ジャズ・アワー！

ジャズの名曲を存分に楽しめるラグジュアリーなひととき

アンサンブル天下統一と未来の音楽家がつくる音楽好評発売中

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。
※電話予約は、残席がある場合のみ10月17日（日）9：00から。●クラシック会員：10月2日（土） ●ベーシック会員：10月9日（土） ●一般：10月16日（土）

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、2名様を無料でご招待します。「コンサートホール」で生の演奏を聴いてみませんか？

●申込締切：10月9日（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。

ⒸJulia WeselyⒸJulia Weselyクラ割引



ⒸFUMIⒸFUMI

15：00開演2
［土］

クローズアップおかざき 

アンサンブル天下統一2021
●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 14：00開演17

［日］

Once more～心をこめて～ 

久永規子・藤田理粧・多和田晶子 ジョイントリサイタル
●前売券 2,000円、当日券 2,500円
●Once more実行委員会（久永） 090-7609-8765

15：00開演9
［土］

開館20周年記念事業　プレミアムコンサートシリーズ 

バッハ・コレギウム・ジャパン
●全席指定　一般6,000円、学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

コンサートホール コロネット 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！

コンビニ食材を使った、簡
単でおしゃれなアレンジレ
シピが多数掲載されてい
ます。一人暮らしの方や、
時間がないけどあと1品
欲しいというときにもお
すすめです。栄養素別・食
材リスト付きです！

著 /村上洋子

■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

『楽してヘルシーコンビニかんたんごはん』

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
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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11月1日です。

お問合せ主催公演チケットの取扱場所
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/

※9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。

●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

●チケットはご予約のみとさせていただき、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。

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。

１０　月

14：00開演10
［日］

日露交歓コンサート2021　愛知公演
●要整理券
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

18：00開始13
［水］

岡崎プログラミングフォーラム2021
●関係者のみ
●岡崎市立羽根小学校 0564-51-1795

12：45開演30
［土］

ぽこ・あ・ぽこ発表会
●無料
●上村 0564-26-3960

　　　　

 

岡崎市＆豊田市出身のフルート奏者が、
昼間1時間の本格クラシックコンサートを
お届けします。コロネットに響き渡る、深く
豊かな美しい音色をお楽しみください。

2021年12月14日（火）　11：30開演
出演：高木綾子、山本葵（フルート）　料金：【全席指定】一般1,000円

クローズアップおかざき
コロネットランチタイムコンサート 高木綾子 ＆ 山本 葵

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。
※電話予約は、残席がある場合のみ10月17日（日）9：00から。●クラシック会員：10月2日（土） ●ベーシック会員：10月9日（土） ●一般：10月16日（土）

■ コ ー ス：Ⓐひのきコース　Ⓑすぎコース　Ⓒみずコース　Ⓓリニアコース
■ 時　　間：①10：30～11：55　②11：25～12：50　③13：30～14：55　④14：25～15：50
■ 予約方法：9月26日（日）よりシビックセンター総合案内にて受付開始■ 2021年10月23日（土）

　 ※雨天時は館内にて実施します。
コンサート

ワークショップ
Ⓒみずコース
水がきれいになるしくみのお話と
珪藻土コースターのマーブリング
（250円・各回20人）

事前予約制

世界共通の音楽をみんなで一緒に楽しみましょう！
出演：Ensemble Chouette～くろいろとりお～
曲目：キラキラ☆編奏曲（作曲：モーツァルト（編曲）井上陽菜）
　　　童謡メドレー　ほか
コンサートの鑑賞のみもOK♪（無料・各回100名/要事前予約）
時間：11：25～11：55、14：25～14：55

みんなで楽しむコンサート水がきれいになるまでを知ろう！

Ⓓリニアコース
リニアの技術を知って
模型をつくって走らせよう
（800円・各回20人）

リニアの技術を知ろう！

Ⓐひのきコース
岡崎の森のお話と間伐材を使った
ウッドスタンド作り
（300円・各回10組）
Ⓑすぎコース
岡崎の森のお話と
間伐材を使った
木工工作
（無料・各回20人）

岡崎の森を知ろう！

勝田千尋（クラリネット）勝田千尋（クラリネット） 加藤英子（オーボエ）加藤英子（オーボエ） 井上陽菜（ピアノ）井上陽菜（ピアノ）

協力：（株）コノハ美術、一般社団法人 奏林舎、リニア・鉄道館、サントリーパブリシティサービス（株）

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

■営 業 時 間：9:00～17:00（L.O.16:30）
■定 休 日：日曜日
　※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

有効期限：2021年10月1日（金）～10月31日（日） ※ご注文時にご提示ください。
70円offコーヒーこのページを

ご提示いただくと （ ）

ティータイムサービス
14:00～LAST
ティータイムには、ドリンク代
のみで、10種類から選べる
スイーツをおひとつお楽しみ
いただけます。

ホット、アイス、
アメリカンに限る

シビック秋フェス2021
楽しく知ろうSDGs

お好きなコースと時間を選んで、ワークショップとコンサートを一緒に楽しもう！


