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好評発売中 日本とハンガリーの血を継ぐ若き俊英、コロネットでは7年ぶりのリサイタル
ようこそコロネットシリーズ
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金子三勇士 ピアノ・リサイタル

幼い頃からハンガリーで英才教育を受け、
その躍動
感溢れる音色と洗練された音楽性で聴く者を魅了し
続ける人気ピアニスト。日本・ハンガリー外交関係開
設150周年＆日本・ポーランド国交樹立100周年の
今年、
ハンガリー出身の作曲家リストと、
ポーランド出
身のショパンの名曲を披露します。記念すべき年に
挑む、
自身こだわりのプログラムは必聴。皆様の心に
感動をお届けします。

2019年 月 日
（日）15:00開演（14:30開場）

出演：金子三勇士
（ピアノ）
曲目：ショパン/革命のエチュード
ショパン/夜想曲「遺作」
ショパン/雨だれの前奏曲
ショパン/英雄ポロネーズ
リスト/コンソレーション第3番 リスト/ラ・カンパネラ
ショパン/小犬のワルツ
シューマン＝リスト/献呈
リスト/泉のほとりで
リスト/ピアノ・ソナタ ロ短調
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般3,000円、学生
（25歳以下）
2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評発売中 演奏とお話で気軽に楽しめる1時間

ⒸAyako Yamamoto

4月30日
（火）一般発売 今年もやります！大好評・音楽講座シリーズ

コロネットランチタイムコンサート

みんなの音楽学校〜西洋音楽×岡崎〜

第１回 中部フィルメンバーによる木管五重奏の調べ

第1回 西洋音楽×徳川家康

6 27日（木）11：30〜12：30（11：00開場）

2019年 月

〜徳川家康と同時期に活躍した西洋の有名作曲家は誰？〜

曲目：イベール/３つの小品、
ビゼー/歌劇｢カルメン｣より、
サウンド・オブ・ミュージック・メドレー 他
場所：コンサートホール コロネット
料金：全席自由 1,000円

今年度は、
「 西洋音楽」
と
「岡崎の文化」
を取り
上げ、
お互いの接点や新たな良さを発見できる
内容をお送りします。
第1回は、岡崎ゆかりの人物「徳川家康」
と西洋
音楽の接点を探ります。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

今年度第1回目は中部フィルハーモニー交響楽団メンバーによる木管五重奏が
登場。
クラシックの名曲からミュージカル音楽まで、様々な曲を披露します。木管楽
器の柔らかな音色で、癒しのランチタイムを過ごしてみませんか？

日時：2019年5月25日
（土）
11:00〜12:10
（休憩なし）
会場：岡崎市シビックセンター
リハーサル室第２
（3階）
講師：松本大輔
ゲスト講師：岡崎市美術博物館
学芸員 堀江登志実
料金：全席自由席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。

第2回以降の詳細はホームページをご確認ください。
開催日程：②8月17日
（土） ③10月26日
（土） ④2020年2月8日
（土）

山村 歩
宮澤 香
織田真里江 北川陽子 舟橋知奈美
（フルート） （オーボエ）（クラリネット）（ファゴット） （ホルン）

好評発売中 進化を続ける天下統一の原点回帰

小中学生の皆さん、
本格的なコンサートを聴いてみませんか？
抽選で2名様を公演にご招待します。

クローズアップおかざき

アンサンブル天下統一2019 原点回帰

6 22日（土）15：00開演（14：30開場）

ジュニアシートのご案内

ⒸMirco Magliocca

2019年 月

対象公演：（1）6月22日
「アンサンブル天下統一2019」

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）
〕
曲目：J.S.バッハ／ゴルトベルク変奏曲
場所：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

（2）7月7日
「金子三勇士 ピアノ・
リサイタル」
応募方法：郵便はがきに ①対象公演名②氏名（ふり
がな）③学校名、
学年、
性別 ④保護者氏名（ふりがな）
⑤保護者チケット購入希望の有無 ⑥郵便番号、
住所
⑦電話番号 ⑧応募の理由 を明記し、
岡崎市シビック

※休憩なし。途中入場はできませんのでご了承ください。※未就学児の入場はご遠慮ください。

センター「ジュニアシート」係までご郵送ください。
締め切り
：
（1）5月31日必着、
（2）6月15日必着

「原点回帰」
と題してお贈りする、
メンバーの3人による魂を込めた１曲を
ご堪能ください。

※はがき1通につき、
1公演1名様のご応募でお願いします。

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。

※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。

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

チケットぴあ

ローソンチケット

ツルタ楽器岡崎店

芸文プレイガイド

名鉄ホールチケットセンター

セブン-イレブン、
ファミリーマートでも購入可

ミニストップでも購入可

岡崎市羽根町字若宮24-3

愛知芸術文化センターB2F

名鉄百貨店本館10階

TEL.0570-02-9999

TEL.0570-084-004

TEL.0564-53-8950

TEL.052-972-0430

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

TEL.052-561-7755

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 5月のスケジュール
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12：30開演

4

13：00開演

［金・祝］

［土・祝］
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［月・祝］

18
［土］

13：30開演

17：00開演

19 13：00

開演 ●無料
●野本 090-9906-6749

26 14：00

開演 ●300円
●愛知産業大学三河高等学校音楽部他 0564-48-5211

ピアノ発表会

●無料
●堀野 090-3306-1632

［日］

RMS 林・森音楽教室発表会
●無料
●林 090-3422-0034

［日］

第三回 はぴね会

第8回 高校合唱部によるジョイントコンサート

※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。

ナオコ音楽教室

消費税率引き上げに伴う利用料金の改定について

●無料
●浅井 0564-54-2298

2019年10月1日から消費税率が10％に

H ZETT M（エイチ・ゼット・エム）
ピアノ独演会2019春〜三河国の陣〜
●完売
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

対象：コンサートホール コロネット
リハーサル室 第1
リハーサル室 第2
集会室
交流広場
上記施設の利用料金及び附属設備料金

引き上げられることに伴い、岡崎市シビックセ
ンター施設利用料の改定を行います。なお、
10月以降の利用であっても2019年9月30
日までに利用料を納付される場合は、現行の
利用料となります。

して、
楽、食べ物を通
各 国の 文 化 や 音
1日！
るわくわく♪の
じ
感
に
近
身
を
世界

2019年

5月12日（日）

10時30分〜15時

会場：岡崎市シビックセンター交流広場・館内

コーナーあり

※一 部有料
入場無料

見て聞いて楽しむ♪
奏でて楽しむ♪
ステージパフォーマンス 楽器体験コーナー
音楽やダンス、
アクションもあるかも？
！
ヴァイオリン・フルート・
楽しめること間違いなし！
クラリネット・サックスにふれてみよう
！

※雨天時は一部内容を変更して、館内にて実施予定。
※詳しいイベント情報は、HPまたはチラシをご確認ください。

着て楽しむ♪
衣装体験コーナー

食べて楽しむ♪飲食店
作って楽しむ♪
世界を味わおう！
手作りワークショップ いろいろ食べて
岡崎市と都市交流がある
国の文化を体験してみよう
！

新しい自分に
出会えるかも？
！
男の子が体験できる
衣装もあります。
体験費：100円
対象：小学校低〜
中学年程度

4月よりゼネラルマネージャーに就任しました田中 翼です。
岡崎市シビックセンターは市民の皆様に支えられて、開館
18年を迎えることができました。
岡崎市シビックセンターでは、コンサートホールコロネット
や交流広場において演奏会や季節のイベントを開催し、皆
様をお待ちしております。
地域の皆様に愛される施設を目指して参りますので、これ
からの岡崎市シビックセンターにご期待ください。

中国結び

花植えを開催します！どなたでも参加できます！
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2019年 月（日にち未定）9:30〜

日にちは、4/24
（水）
16:00にシビックセンターHPで発表します。

私たちと一緒に、
きれいな花を植えませんか？
初めての方も大歓迎です！
皆さまのご参加をお待ちしています。
場所：シビックセンター交流広場
事前申し込み不要

ホームページ

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/
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岡崎市役所
名鉄名古屋本線

岡崎
I.C

２４８ ４８３
岡崎警察署
イオン岡崎

共立
病院

北駐車場

光ヶ丘
女子高

戸崎町
P

ほたる橋南

西友 岡崎刈谷線
立体駐車場

岡崎市シビックセンター
東口

〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地

東岡崎駅

羽根ガード東
P

岡崎駅
JR東海道本線

岡崎市シビックセンター TEL:0564-72-5111 FAX:0564-72-5110

1

八帖

岡崎公園前駅

愛知環状鉄道

■開室時間：9:00〜21:00（日曜、
祝日は17:00まで）
■5月の休室日：
１日
（水）
〜７日
（火）
、
１３日
（月）
、
２０日
（月）
、
２７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

至豊田
中岡崎駅

）70 引き

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
至名古屋

コーヒー（

小雀陣二／著

風 薫る五 月、心は踊り
自然を満喫したくなり
ます。
外 へ出たらアウトドア
料理はいかがでしょう。
作って楽しく食べて美
味しい！
素材も手間も少ないの
で、時短レシピ・１人前
レシピ本としても活躍
します。

ジャムトーストセット

いろんな国の
可愛い小物・雑貨
が集まるよ！

ドリームキャッチャー

『山グルメ』
『おかわり！山グルメ』
１階 カフェレストラン
「グリーンハウス」

世界一周気分！

選んで楽しむ♪雑貨店

図書室スタッフおすすめの1冊！

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
（am8:30〜am11:00）
にこのページをご提示いただくと、
ホット、
アイス、
円
アメリカンに限る
有効期限：2019年5月1日
（水）
〜5月31日
（金）※ご注文時にご提示ください。
■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
5月13日
（月）
・20日
（月）14：30閉店
（L.O.14：00）

※4月10日現在の情報です。

ABホテル

庄司田1

至蒲郡

1

至豊橋

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。

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。

