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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 3 

ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca
中木健二中木健二パスカル・

　ドゥヴァイヨン
パスカル・
　ドゥヴァイヨン

鈴木康浩鈴木康浩長原幸太長原幸太

渡辺香津美渡辺香津美 須川展也須川展也奥村愛奥村愛

ⒸJosef Fischnaller licensed to EMI ClassicsⒸJosef Fischnaller licensed to EMI Classics

ⒸJulia WeselyⒸJulia Wesely

ⒸKarine GraceⒸKarine Grace

ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズ

ⒸJulia_StixⒸJulia_Stix ⒸErnesto De AngelisⒸErnesto De Angelis

ⒸHiroyuki SeoⒸHiroyuki Seo

一般 5,500円
学生 2,000円

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

〔各公演共通項目〕 ※開場時間は、開演の30分前です。　※会場は、コンサートホール コロネットです。　※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。　※全公演 全席指定です。　※CLはクラシック　BAはベーシックの略称です。

※一部対象外

20周年のラインナップをいち早くお得に楽しみたい方へ クラシック会員大募集!!

開館20周年 コンサートラインナップ決定！開館20周年 コンサートラインナップ決定！

年会費：2,000円　有効期限：年会費が納められた日から1年後の同月末日
ぜひこの機会にご入会いただき、魅力あふれるコンサートをご堪能ください♪
その他特典・入会方法はホームページをご覧ください。

お得に楽しめる！

10％割引きで購入
誰よりも早く！

最優先での先行予約

ウィーン・フィル首席奏者
が第一線で活躍するピア
ニスト、クリストフ・トラクス
ラーを迎え、コロネットに集
結！木管楽器の魅力を味
わう贅沢な１時間。

①14:00開演
②17:30開演

発売日
■CL会員 4/ 3（土）
■BA会員 4/10（土）
■一般 4/17（土）

一般 2,500円

プレミアムランチタイムコンサート

ソフィー・デルヴォー（ファゴット） ＆
ダニエル・オッテンザマー（クラリネット）

6/27【日】
2021

ベルリン・フィルの首
席フルート奏者と、
次世代の古楽界を
担う実力派チェンバ
ロ奏者の2人が巻き
起こす音楽の化学
反応をお楽しみに！

岡崎生まれの2人が
織り成す華麗なメロ
ディー。地元出身の
2人がコロネットで奏
でるふるさとのため
の音楽をご堪能くだ
さい。

15:00開演

発売日
■CL会員 8/ 7（土）
■BA会員 8/14（土）
■一般 8/21（土）

プレミアムコンサートシリーズ

エマニュエル・パユ（フルート） ＆
　バンジャマン・アラール（チェンバロ）

11/28【日】
2021

「音楽の素晴らしさを天下に
伝える」がモットーのアンサン
ブル天下統一。巨匠パスカ
ル・ドゥヴァイヨンを迎え音楽
の天下統一を加速させます。

15:00開演

発売日
■CL会員 6/ 5（土）
■BA会員 6/12（土）
■一般 6/19（土）

一般 3,500円
学生 2,000円

一般 2,500円
学生 1,000円

クローズアップおかざき

アンサンブル
天下統一2021

10/2【土】
2021

15:00開演

発売日
■CL会員 9/ 4（土）
■BA会員 9/11（土）
■一般 9/18（土）

12/5【日】
2021

15:00開演

発売日
■CL会員 8/ 7（土）
■BA会員 8/14（土）
■一般 8/21（土）

一般 5,000円
学生 2,000円

エキサイティングステージ

挾間美帆 ＆
デンマーク・ラジオ・ビッグ・バンド

11/7【日】
2021

日本でも記録的なセールス
となったヴィヴァルディ「四
季」で、世界中に空前のバ
ロック・ブーム旋風をおこし
たイ・ムジチ。心が幸福感で
満たされる音楽です。

2020年グラミー賞に
ノミネートされた挾間
美帆が、首席指揮者
を務めるビックバンドを
率いて初登場！圧巻
の挾間ワールドに乞う
ご期待！

ジャズ・ギタリスト渡辺香
津美。ヴァイオリニスト
奥村愛。サクソフォン奏
者須川展也。ジャズ・
ベーシスト井上陽介の
豪華メンバーとストリング
スが繰り広げるエキサイ
ティングなステージ。

15:00開演

発売日
■CL会員 6/ 5（土）
■BA会員 6/12（土）
■一般 6/19（土）

一般 7,000円
学生 3,000円

プレミアムコンサートシリーズ

イ・ムジチ合奏団
結成70周年記念ツアー

9/25【土】
2021

2015年第17回ショパン国際ピア
ノ・コンクールファイナリスト、2021
年第18回大会も出場予定。今年
のショパン・コンクールからも目が離
せない！

15:00開演

発売日
■CL会員 10/2（土）
■BA会員 10/9（土）
■一般 10/16（土）

一般 3,500円
学生 2,000円

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 

1/23【日】
2022

16:00開演

発売日
■CL会員 10/2（土）
■BA会員 10/9（土）
■一般 10/16（土）

一般 4,000円
学生 2,000円

2,500円
1,000円

エキサイティングシリーズ

ハッピー・ジャズ・アワー！2/19【土】
2022

子どもに大人気の
音楽の絵本が今
年もやってくる！動
物たちが奏でる音
楽で会場中を笑顔
にします。

15:00開演

発売日
■CL会員 12/4（土）
■BA会員 12/11（土）
■一般 12/18（土）

こどものためのシリーズ

音楽の絵本 フェアリーテイル3/13【日】
2022

15:00開演

発売日
■CL会員 9/ 4（土）
■BA会員 9/11（土）
■一般 9/18（土）

一般 3,000円
学生 2,000円

クローズアップおかざき

柴田紗貴子（ソプラノ）& 岩崎洵奈（ピアノ）

デュオ・リサイタル 
2/26【土】
2022

おとな
（高校生以上）

こども
（3歳以上）

音楽の素晴らしさ、楽しさを未来へ！！将来有望な若手音楽
家や岡崎ゆかりの音楽家が、シビックセンターを拠点に活
動するアンサンブル天下統一と一緒に、未来に繋げる音楽
を奏でます。

シビックセンター開館20周年記念事業

コロネット
アニバーサリーコンサート

岡崎市シビックセンターは、おかげさまで開館20周年を迎えます。
これまでの感謝とこの先の未来への希望を込め、様々なジャンルの音楽をお届けします。

音楽が多くの方の心の支えとなるよう、シビックセンターで特別なひと時をお楽しみください。

シビコロ会



11：00開演3
［水］

シビック スプリングコンサート blossom～春の訪れ～
●要整理券　●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111
※緊急事態宣言発令中による中止の場合は、HPでお知らせしますので必ずご確認ください。

13：30開演6
［土］

ピアノ発表会
●無料
●居福 0564-54-3195

10：00開演7
［日］

第40回 コスモスの会 ピアノコンサート
●関係者のみ
●冨田 090-4218-8959

15：00開演14
［日］

森 麻季 ＆ 林 美智子 デュオ・コンサート
●販売予定枚数終了
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

11：00開始
20
［土・祝］

みんなの音楽学校 特別編 ～コンサートホールで名曲を聴くCDコンサート～
●全席自由 500円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

14：00開始 みんなの音楽学校 クラシック音楽と岡崎 第3回 100年前・・・
●全席自由 500円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

15：00開演26
［金］

音楽の絵本 エスカルゴ
●販売予定枚数終了
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

 開演未定29・30
［月・火］

2021カワイ音楽コンクール 受賞者コンサート
●1,000円
●カワイ音楽教室 愛知事務所 0564-71-7147

①10：30
②13：30
③16：30

24・25
［土・日］

岡崎音楽家協会 第32・33回 新人演奏会
●関係者のみ
●岡崎音楽家協会（大海） 090-4261-5780

①15：15
②17：30

13
［土］

第30回 ピアノ・ドリマトーン発表会
●関係者のみ
●伊豫田 090-3957-5419

コンサートホール コロネット 3・4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！

コロナ禍でいろいろ大変
な時代ではありますが、
お金を掛けずに心の贅沢
ができる方法が紹介され
ています。

著 /吉村葉子

■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

『徹底してお金を使わない
　フランス人から学んだ
　　　　　　本当の贅沢』

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！

※公演によっては、左記以外のプレイガイドでの販売もございます。各公演チラシをご確認ください。※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4月1日です。

お問合せ主催公演チケットの主な取扱場所
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/

※2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。

クラシック音楽が身近になり、コンサートを聴くのが楽しくなる講座

●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なり、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、十分な間隔を保つため概ね四方（前後左右）を1席ずつ空け、収容定員の半分以下となります。
●ガイドラインが緩和され、ご予約いただける席を追加する場合は、緩和後にご予約いただいた方が隣席に着席することがあります。

本講座は、音楽専用ホール「コロネット」で聴いた
臨場感に溢れたCDの音を体験した、受講者の声
から生まれました。講師・松本大輔が選ぶ貴重な永
遠の名盤をご堪能ください。

2021年3月20日（土・祝）11:00開始

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。

３　月

14：00開始7
［水］

令和2・3年社保集団指導講習会並びに医療安全説明会
●関係者のみ
●公益社団法人 愛知県医師会 052-241-4143

13：00開演11
［日］

ピアノ発表会
●無料
●吉岡 090-1789-8774

18：30開演16
［金］

first stage
●無料
●都筑 090-2183-7482

13：30開演18
［日］

中尾音楽教室 第22回 発表演奏会
●無料
●中尾 0564-54-6134

18：00開始予定28
［水］

岡崎商工会議所青年部 令和3年度会員総会
●関係者のみ
●大竹（運営専務） 080-5299-5138

13：00開演29
［木・祝］

第37回 モッザ会発表会
●関係者のみ
●杉浦 0564-23-4803

14：00開演10
［土］

岡崎音楽家協会会員によるコンサートシリーズ Vol.18 

太田祐子ピアノリサイタル
●前売券 2,000円　当日券 2,500円
●太田 0564-58-9567

４　月

コロネット市民音楽フェスティバル2021コロネット市民音楽フェスティバル2021

募集開催日：2021年9月16日（木）、17日（金）、21日（火）、22日（水）
参 加 資 格：音楽活動されている個人または団体（詳細は募集要項をご覧ください）
応 募 方 法：応募用紙に必要事項を記入の上、シビックセンターまで提出
締 め 切 り：2021年3月20日（土・祝）必着

あなたのコンサートを音楽専用ホールで披露してみませんか？
経験豊富なスタッフが、準備から公演当日まで徹底サポートいたします。

み ん な の 音 楽 学 校
特別編
～コンサートホールで名曲を聴くCDコンサート～

今年度最終回は、今から約100年前に活躍したド
ビュッシーやストラヴィンスキーをはじめとする作曲
家や作品を紹介し、同じ時代にここ岡崎では何が
起きていたのか、掘り下げていきます。

2021年3月20日（土・祝）14:00開始

クラシック音楽と岡崎
第3回 100年前・・・

参加者募集

　

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）
　※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3月1日（月）～3月31日（水） ※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、

 
 

講師：松本大輔　料金：【全席自由】各回500円
会場：コンサートホール コロネット


