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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 12

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

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：渡辺香津美/トチカ2000、グレン・ミラー/ムーンライト・セレナーデ
　　　ガーシュウィン/サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
　　　ハーライン/星に願いを、ルイ・プリマ/シング・シング・シング
　　　ロジャース/マイ・フェイヴァリット・シングス、チック・コリア/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。

好評発売中 珠玉のジャズナンバーを豪華メンバーがたっぷりお届け

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！
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 伝統と格式の公式室内楽アンサンブル、来岡

好評発売中 唯一無二の多彩な響きで奏でる「昭和」の名曲

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

世界を代表するオーケストラのひとつベルリン・フィルハーモニーの厳選された
メンバー４人による響きを“生音”で堪能する贅沢なひととき。お聴き逃しなく！

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。

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★

ⒸYosuke KomatsuⒸYosuke Komatsu ⒸWataru NishidaⒸWataru Nishida

岡崎市立南中学校吹
奏楽部

岡崎市立南中学校吹
奏楽部

GraceGrace

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

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

星野奈菜美
（フルート）
星野奈菜美
（フルート）

淺井愛美
（サクソフォン）
淺井愛美

（サクソフォン）
古川友理
（ピアノ）
古川友理
（ピアノ）

2019年12月25日（水）
12：30～13：00

入場無料

応募締切：12/27（金）必着　※詳細はシビックセンターHP、公演チラシをご確認ください。

抽選で小中学生の2名様を
「ベルリン・フィルハーモニー ピアノ四重奏団」公演にご招待します。

シビッククリスマス2019シビッククリスマス2019
2019年12月21日（土）10：30～15：00
シビックセンター交流広場　※雨天時は一部館内にて実施

ステー
ジイベント クリス

マスマーケット

10：30～ 岡崎市立南中学校吹奏楽部
 オープニングコンサート
11：15～ バルーンパフォーマンスショー
12：00～ Grace～インディアンフルート
 　＆フルートデュオ コンサート～
13：00～ 岡崎市立六ツ美北中学校合唱部コンサート
13：40～ バルーンパフォーマンスショー
14：15～ みんなでつくるクリスマスツリー
 つくったオーナメントを飾り付けします
14：30～ サンタさんと撮影会

クリスマスの
あの曲がいっぱい♪

トイレットペーパー芯の

クリスマス
リース

無料200名

クリスマス
オーナメントスノードーム

200円
先着50名

温かい飲み物・食べ物で
ホッ！っとひといき

飲食店

クリスマスシュトーレンや
クリスマス焼き菓子のほか
新鮮な野菜・果物など、
おいしい飲食店が出店します♪

かわいい
雑貨が
目白押し！

雑貨店

クリスマスリースや
クリスマスツリーの
オーナメントを販売する
雑貨店が出店します♪14：15～の飾り付けに

参加できます

手づくり
クリスマス
かざり

手づくり
クリスマス
かざり

イルミネーション12月25日（水）まで毎日点灯中

イルミネーション12月25日（水）まで毎日点灯中
ワクワク・キラキラ楽しいクリスマス☆シビックセンターでクリスマスを楽しもう！！ワクワク・キラキラ楽しいクリスマス☆シビックセンターでクリスマスを楽しもう！！



※11月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 12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！

サクサク食感がおいしい絞
り出しクッキー！初めて作る
方でも、基本から学べます。
クリスマスツリーやリースな
ど可愛い形が多数紹介され
ています。これからの季節
のプレゼントに作ってみては
いかかでしょうか。

著者 /信太康代

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■12月の休室日：2日（月）、9日（月）、16日（月）、23日（月）、
 29日（日）、30日（月）、31日（火）
■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

『魔法の絞り出しクッキー』

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。

12月14日（土）発売 岡崎から世界へ！フレッシュな音楽家をご紹介 12月14日（土）発売 西洋音楽と岡崎の文化の“意外な繋がり”に迫る

10：00開演4
［水］

第23回 お母さんコーラス交歓会
●無料
●太田 090-8548-1784

13：00開演8
［日］

ピアノ発表会
●無料
●荻野 090-1755-0373

15：30開演28
［土］

子どもミュージカル「くるみ割人形」
●要整理券
●パピーズ子どもミュージカル 090-1989-0850

14：00開演7
［土］

チェコ・フィルハーモニー弦楽三重奏団 in 岡崎
●5,000円
●峠 090-7852-2827

13：00開演15
［日］

辻村音楽教室発表会
●無料
●辻村 090-4157-4529

未　　定22
［日］

東海弦楽指導者グループ Violin Concert
●無料
●東海弦楽指導者グループ（いしかわヴォイオリン教室） 0564-54-2443

13：30開演1
［日］

Smile MalletsⅢ
笑顔をあなたに～名曲をマリンバにのせ
●大人2,000円　高校生以下1,000円
●伊藤 090-8458-9714

15：00開演24
［火］

音楽の絵本
ブラスサンタ with クラリキャット
●完売
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

13：30開始13
［金］

令和元年度改正建築物省エネ法説明会
及び住宅省エネルギー技術講習会
●要整理券
●愛知県建築住宅センター 052-264-4022

透きとおる音色で魅了する、岡崎市出身フルーティストが登場！ 文明開化！明治期博覧会に見る三河と西洋音楽の発展を掘り下げます。

曲目：J.S.バッハ/無伴奏フルート・ソナタ イ短調 BWV1013
　　　シューベルト/「しぼめる花」の主題による序奏と変奏曲　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3月14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４回　河合 雪子（フルート）

シビックセンター冬の花植えシビックセンター冬の花植え

場所：シビックセンター交流広場

12月8日（日） 9:30～
※事前申し込み不要
地域の皆さまと一緒に、きれいな花を植えませんか？
お花の特長や植え方のレクチャーもあります。
初めての方も大歓迎です。

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12月1日（日）～28日（土） ※ご注文時にご提示ください。

　

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1,058円）
サラダ＋スープ＋
メインディッシュ＋
ライス＋ドリンク

年末年始　12月29日（日）～1月3日（金）休館

日時：2020年２月８日（土）
　　　11:00～12:10（休憩なし）
ゲスト講師：岡崎市美術博物館 湯谷翔悟 
会場：リハーサル室第2（3階）
料金：全席自由 500円　定員40名 
※内容については、一部変更される場合があります。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

みんなの音楽学校～西洋音楽×岡崎～みんなの音楽学校～西洋音楽×岡崎～
第4回　西洋音楽×博覧会と三河

講師：松本大輔講師：松本大輔

※前回の様子※前回の様子


