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コロネットインフォメーション 2020.

「コロネットインフォメーション」
は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の間、隔月発行にいたします。次回の発行は2021年1月4日です。

11月 チ ケ ット 発 売 情 報

ふたりのディーヴァがお届けする心を癒す至福のステージ
ようこそコロネットシリーズ

プレミアムランチタイムコンサート

森 麻季 ＆ 林 美智子 デュオ・リサイタル

ユリア・ハーゲン チェロ・リサイタル

2021年3月14日
（日）
15:00開演

出演：森 麻季
（ソプラノ）
、林 美智子
（メゾ・ソプラノ）
、
山岸茂人
（ピアノ）
曲目：久石譲/Stand Alone
ヘンデル/「オンブラ･マイ･フ」
「涙の流れるままに」
ビゼー/カルメンより ハバネラ
「恋は野の鳥」
ドリーブ/花の二重唱「ジャスミンが咲く
ドームへ」ほか
料金：【全席指定】一般4,500円、
学生
（25歳以下）
2,000円 クラ割引
透明感のあるのびやかな森麻季。卓越した歌唱力の林美
智子。ふたりの美しい歌声で夢心地のひとときを。

世界が唸る、チェロ界の新星登場！平日のお昼に楽しむ1時間のリサイタル

2021年3月19日
（金）
11:00開演

ⒸYuji Hori

ⒸToru Hiraiwa

出演：ユリア・ハーゲン
（チェロ）
、
新居由佳梨
（ピアノ）
曲目：ラフマニノフ/ヴォカリーズ
ベートーヴェン/チェロ･ソナタ 第1番
サン=サーンス/白鳥
メンデルスゾーン/チェロ・ソナタ 第1番
料金：【全席指定】会員・一般共通2,000円
世界的チェリスト クレメンス・ハーゲンの才能
を受け継ぎ輝きを放つ注目のチェリストが、
フレッシュで豊かな音色で魅了します。
※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。

チケット発売日 ●クラシック会員：11月7日
（土）●ベーシック会員：11月14日
（土）●一般：11月21日
（土）※電話予約は、残券がある場合のみ11月22日（日）9：00から。

シ ビック セン タ ー 主 催 公 演 情 報
公演間近！岡崎から音楽を届けるアンサンブル天下統一！
好評発売中

クローズアップおかざき

アンサンブル天下統一 2020
2020年11月4日
（水）
19:00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）
、山本周
（ヴィオラ）
、泉優志
（チェロ）
曲目：ハイドン/3つの弦楽三重奏曲 第2番 変ロ長調
モーツァルト/弦楽五重奏曲 第4番ト短調
ブラームス/弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調
料金：【全席指定】一般3,500円、学生
（25歳以下）
2,000円 クラ割引

メンバーの経歴に加え、普段の活動についてご紹介します。
三人が披露する渾身のアンサンブルをどうぞ体感してください！

ⒸMirco Magliocca

チェロの中木健二さんは岡崎市出身。2003年渡仏し、
国際コンクールで多くの受賞を重ね、現地の国立オー
ケストラで首席奏者を務めました。帰国後は、
オーケスト
ラとの共演、
ソロ活動をする傍ら出身校である多くの芸
術家を輩出している国立で唯一の芸術大学、東京藝
術大学で准教授として教鞭を執っています。
長原幸太さんは、読売日本交響楽団のコンサートマス
ター。指揮者のすぐ横に座り、指揮者が要求する演奏
を奏者全員に伝え導き束ねるという重責を担っている、
楽団にとって核の存在です。20代で大阪フィルの首席
コンサートマスターを務めた後、現楽団でその大役を
担っています。
そして同団でソロ・ヴィオラ奏者として活躍している鈴木
康浩さんは、世界最高峰のオーケストラ、ベルリン・フィ
ルで契約団員となり、帰国後2004年に読響に入団、
2006年からヴィオラ奏者全体を導く存在として楽団を
支えています。

＊読売日本交響楽団…ヴァイオリンの長原幸太さんとヴィオラの鈴木康浩
さんは、読売日本交響楽団に所属しています。読響は、1962年設立。名誉
顧問には、高円宮妃久子殿下をお迎えしている歴史と伝統のある日本トッ
プレベルの楽団です。

好評発売中

エキサイティングステージ

ギタリストたちの饗宴

鈴木大介さんよりメッセージをいただきました。

クラシック・ギターには6本の弦があります。長い歴史のなかで、増えたり
減ったりしながら、
ついに6~7本におちついたように見えます。6本の弦には3
オクターヴと5度、時には4オクターヴもの音の拡がりがあるので、3人で集
まって弾くと、
その音域を隅々まで余すところなく響かせることができ、
まさしく
それは“小さなオーケストラ”になります。
ではそんなオーケストラで、世界中の大作曲家たちによ
る名曲を洒脱なアレンジで演奏するとどうなるでしょうか。
バッハの豊穣なオルガンのハーモニー、
ヴィヴァルディの
ヴァイオリンの妙技、
ラヴェルの色彩豊かなオーケスト
レーション、
ブラジルの気さくな街の人々の姿を描いた肖
像画の音楽、無限の音色を紡ぎ出すギターの魅力を是
ⒸMatsunao Kokubo
非お楽しみください。

2021年1月31日
（日）
15:00開演

出演：鈴木大介、大萩康司、村治奏一
（ギター）
曲目：J.S.バッハ/6つのトリオ・ソナタ 第1番 変ホ長調
ヴィヴァルディ/合奏協奏曲集「調和の霊感」
タレガ/アルハンブラの思い出
ラヴェル/高雅で感傷的なワルツ ほか
料金：【全席指定】一般3,500円、
学生
（25歳以下）
2,000円 クラ割引
お

知

ら

ⒸSHIMON SEKIYA

ⒸSatoshi Oono

せ

再販売延期 新型コロナウイルス感染症の現況を踏まえ、12月5日に再販
売を予定していた下記の公演チケットは、販売を延期することといたしました。
再販売する場合は、決定次第改めてお知らせいたします。
ご購入予定の皆様
にはお詫び申し上げます。
2021年3月26日（金） ズーラシアンブラス「音楽の絵本」エスカルゴ
公演中止 新型コロナウイルスの影響に伴う政府の入国制限措置により、
出演者の来日が困難になったため、
やむなく下記の公演は中止となりました。
11月8日（日） ネマニャ・ラドゥロヴィチ＆フレンズ〈悪魔のトリル〉
11月21日（土） タルケヴィ×ヴォイタ×ミリシェー ブラス・トリオ

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。
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。
〔各公演共通項目〕 クラ割引：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。

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

コンサートホール コロネット 11・12月のスケジュール

4

［水］

8

［日］

アンサンブル天下統一2020

［日］

20 15：00

●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

はじめのいっぽ Special コンサート

開演 ●1,000円
●ピティナ岡崎支部 090-3954-9847

27 14：00

開始 ●要申込み
●岡崎労働基準協会 0564-52-3692

［土］

開演 ●無料
●鈴木 090-8323-8794

［日］

開演 ●無料
●宮脇 090-4186-0878

28 19：00
23 11：00

ゲルハルト・オピッツ ピアノ・リサイタル

［水］

開演 ●販売予定枚数終了
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

第4回 働き方改革関連法講習会

［金］

29 13：30

１２ 月

年末年始

●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

［土］

●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

公演中止 ネマニャ・ラドゥロヴィチ＆フレンズ〈悪魔のトリル〉

15 13：30

［日］

21 公演中止 タルケヴィ×ヴォイタ×ミリシェー ブラス・トリオ

１１ 月

19：00開演

27

トヨタトロボーンアンサンブル 第17回定期演奏会
宮脇ミュージックスクール発表会「ミュージック・フェスティバル」

シビック・ウィンターコンサート

シビック・ウィンターコンサート 〜クリスマスの小さな贈り物〜

開演 ●要整理券
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

①10
：00

：00
［日］ ②13

12月29日（火）〜1月3日（日）休館

フルート・ピアノ発表会
●関係者のみ
●河合 090-3838-1678

シビックセンター
開館20周年記念事業

〜クリスマスの小さな贈り物〜

例えば…

2020年12月23日
（水）
11:00開演

出演：安藤佳子・谷川なおこ
（ソプラノ）
、森有加
（ヴァイオリン）
、
佐藤千賀
（サクソフォン）
、石川実穂
（ピアノ）
曲目：小さな空、
アヴェ・マリア、
チャルダッシュ ほか
11月2日
（月）
9：00からシビックセンター1階総合案内にて整理券配布。
入場無料 ※先着150名、
おひとり4枚まで。

みんなの夢 大募集♪

・コロネットで憧れのピアニストと共演したい
・習ったことはないけれど、ホールでヴァイオリンを弾きたい
・施設を装飾して個展を開きたい など
シビックセンターで叶えたい「夢」
はありませんか？来年開館20周年を迎える記念すべき年
に、
あなたの夢を叶えましょう！シビックセンターが全面バックアップします。
※応募方法の詳細は、
ホームページをご覧ください。

お客様からのご要望を受けて新たに無料で
お使いいただける設備や備品を設置しました。

施設の利用がより便利に！
■コンサートホールで
インターネットをご利用いただけます。

■リハーサル室第１に
アップライトピアノを設置しました。

講演会やコンサート開催時
にお使いいただけます。
利用
には事前申請が必要です。
詳しくは1階総合案内まで
お尋ねください。

ピアノ練習やアンサン
ブル、
ホールの楽屋とし
てなど、
幅広くお使いい
ただけます。

Internet

この機会にぜひコンサートホール、
リハーサル室をご利用ください！

コンサートをもっと楽しめる！

シビックセンター友の会
「シビコロ会」会員募集中！
【クラシック会員（年会費2,000円）】
チケット先行予約
（座席指定可）
、
チケット割引、公演
情報のお届け、公演ごとの特典等シビックセンターの
主催公演をもっと楽しめる会員制度です。
ご入会は1階総合案内にてお申込み、
もしくは申込
書をホームページよりダウンロードしていただき、FAX
または郵送でお送りください。
年会費無料の
【ベーシック会員】
もございます。

●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

図書室スタッフおすすめの1冊！
『Xmas アドベント★ブック
クリスマスまであと何日？』 作 / 本庄ひさ子

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。

有効期限：2020年11月1日
（日）
〜12月28日
（月）※ご注文時にご提示ください。
■営 業 時 間：9:00〜17:00
（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

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

（9：00〜20：00/休館日をのぞく）

■開室時間：9:00〜21:00（日曜、
祝日は17:00まで）
■11月の休室日：2日
（月）
、
9日
（月）
、
16日
（月）
、
23日
（月）
、
30日
（月）
■12月の休室日：7日
（月）
、
14日
（月）
、
21日
（月）
、
28日
（月）
、
29日
（火）
、
30日
（水）
、
31日
（木）
■休室日：月曜日
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118
※お話と紙芝居の会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
当面の間、
中止しています。

TEL.0564-72-5111

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/

お問合せ 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

４８

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

70 oﬀ

東岡崎駅

羽根ガード東
P

岡崎駅
JR東海道本線

このページをご提示いただくと
ホット、
アイス、
コーヒー
（アメリカンに限る
）
円

1

八帖

岡崎公園前駅

愛知環状鉄道

ティータイムサービス
14:00〜LAST

至豊田
中岡崎駅

クリスマスにまつわる知識
から、クリスマスにぴったり
なオーナメントやお菓子の
作り方まで、クリスマスを楽
しく過ごすためのヒントが
満載の1冊です。
今年は手作りのオーナメン
トやお菓子を作ってクリス
マスを迎えてみませんか？

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

１階 カフェレストラン
「グリーンハウス」

インターネットチケット予約

※10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。

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！

※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。

