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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

ⒸSatoshi OonoⒸSatoshi Oono

※1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。

コンサートホール コロネット 2月～3月スケジュール

6 主催公演、チケット購入方法
図書館スタッフおあすすめの１冊
カフェレストラン「グリーンハウス」

5 アンサンブル天下統一のあゆみ

7

8 コンサートホール コロネットスケジュール（2月～3月）
交通アクセス

2020年度公演ラインナップ
イベント情報

2
3
4

Facebookで
最新情報をチェック！

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/
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《お車でのアクセス》
●東名高速岡崎ICから20分
立体駐車場223台　車高制限2.1m
北駐車場181台
駐車場は日にち、曜日によっては混み合うこともございます。
なるべく公共交通機関をご利用頂くか乗り合わせでのご来館をお願いいたします。

《岡崎市内のアクセス》
●JR岡崎駅東口より徒歩7分
●名鉄東岡崎駅より名鉄バス3番のりば「岡崎駅前」行き乗車
　「岡崎市シビックセンター」下車

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。

ラインナップを発表しました。今年も充実の公演内容
を揃えましたが、いかがでしょうか？シビックセンターは
今まで以上に、皆さまに愛されるよう日々精進してまい
ります。2020年もどうぞよろしくお願い致します！
 （M）

スタッフのあしあとスタッフのあしあと

2月～3月の駐車場混雑が
予想される日について

2月17日（月）～3月16日（月）の平日は、駐車場が大変混雑することが予想されます。
できるだけ乗り合わせてお越しいただくか、公共交通機関をご利用いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

［水］
14：00開演5 国際ソロプチミスト岡崎

チャリティーコンサート jammin’Zeb
●4,000円
●国際ソロプチミスト岡崎 090-5032-9262

［水］
11：00開演12 シビックセンター 避難訓練

クラリネット・ピアノ デュオコンサート
●入場無料（要事前申込）
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

［土］
15：00開演22

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★
●一般3,500円　学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

［月］
18：00開演23 愛知県立岡崎東高等学校 吹奏楽部

第6回ありがとうコンサート
●無料
●愛知県立岡崎東高等高校 0564-52-8911

［土］
13：30開演28 愛知県立岡崎商業高等学校 吹奏楽部

第3回定期演奏会
●無料
●愛知県立岡崎商業高等学校 0564-21-3599

［火］
14：00開演31 岡崎市立岩津中学校 吹奏楽部

岩中コンサート2020
●無料
●岡崎市立岩津中学校吹奏楽部 0564-45-2022

 開始未定6
［木］

愛知 治療と仕事の両立支援シンポジウム
●関係者のみ
●治療と仕事の両立支援セミナー事務局 03-5550-0735

13：00開演8
［土］

ピアノ発表会
●無料
●齋藤 070-2229-0649

13：30開演9
［日］

井田ふれあいコンサートXII
●要整理券
●パパさんコーラス隊（柏原） 090-5105-9946

14：00開演15
［土］

愛知学泉短期大学 卒業ファッションショー
●無料
●愛知学泉短期大学 0564-34-1212

２ 月

12：00開演1
［日］

Spring Concert
●無料
●Liricoの会（浅井） 0564-24-9801

16：00開演7
［土］

ハッピー・ジャズ・アワー！
●一般4,000円　学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

 開演未定26・27
［木・金］

2020 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

13：00開演
15：30開演

29
［日］

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

［水］
13：30開演18 チェンバロ・ピアノ・バイオリン

Spring Concert －人々に愛され続ける音楽－
●3,000円
●岡崎友の会（安田） 0564-52-0808

［木］
11：30開演19 コロネットランチタイムコンサート

山本奈央 オカリナ コンサート
●全席自由 1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

 開演未定8
［日］

コスモスの会 第39回 ピアノコンサート
●無料
●冨田 090-4218-8959

13：20開演14
［土］

ピアノ発表会
●無料
●山本 090-3936-5610

10：00開演15
［日］

すぃーとぴーの会 音楽教室発表会
●無料
●小野内 0566-74-6103

10：00開演20
［金・祝］

ピティナ ピアノ ステップ 岡崎3月
●無料
●ピティナおかざきステーション 090-3954-9847

13：30開演22
［日］

第24回 たんぽぽの会CONCERT
●無料
●岩瀬 090-4799-7632

３ 月

JR岡崎駅 岡崎市シビックセンター
約650m
徒歩約7分

《名古屋からのアクセス》
●JR名古屋駅からJR岡崎駅まで約27分、ＪＲ岡崎駅東口より徒歩7分
●名鉄名古屋駅から名鉄東岡崎駅まで約29分、
　名鉄東岡崎駅より名鉄バス「岡崎市シビックセンター」下車

JR名古屋駅 JR岡崎駅
27分

約650m
徒歩約7分

名鉄
名古屋駅

名鉄
東岡崎駅

名鉄バス
岡崎市シビック
センターバス停29分 約11分 下車すぐ

名鉄バス
岡崎市シビックセンターバス停 岡崎市シビックセンター

岡崎市シビックセンター

岡崎市シビックセンター

下車すぐ

鈴木康浩鈴木康浩 宮田まゆみ宮田まゆみ長原幸太長原幸太
アンサンブル天下統一アンサンブル天下統一

中木健二中木健二
ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズ

鈴木大介鈴木大介
ⒸSHIMON SEKIYAⒸSHIMON SEKIYAⒸMatsunao KokuboⒸMatsunao Kokubo
大萩康司大萩康司 村治奏一村治奏一 NAOTONAOTO 森麻季森麻季 林美智子林美智子 ユリア・ハーゲンユリア・ハーゲン

ガボール・
タルケヴィ
ガボール・
タルケヴィ

ネマニャ・ラドゥロヴィチネマニャ・ラドゥロヴィチ ゲルハルト・オピッツゲルハルト・オピッツプジェミスル・
ヴォイタ

プジェミスル・
ヴォイタⒸ土居政則Ⓒ土居政則 ⒸHT/PCMⒸHT/PCM

古部賢一古部賢一 ファブリス・
ミリシェー
ファブリス・
ミリシェー

ズーラシアンブラスズーラシアンブラス

ⒸNedaNavaeeⒸNedaNavaeeⒸToru HiraiwaⒸToru HiraiwaⒸYuji HoriⒸYuji Hori



お得な8公演セット券は、
4ページをご覧ください。
お得な8公演セット券は、
4ページをご覧ください。

ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズ

クラシック会員 ：2020年3月7日（土）
シビコロ会員 ：2020年3月14日（土）
一般 ：2020年3月21日（土）

発売日

クラシック会員 ：3,150円、学生（25歳以下）1,800円
シビコロ会員・一般 ：3,500円、学生（25歳以下）2,000円

料　金

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）

出　演

コロネットのレジデントアンサンブル“アンサンブル天下統一”の2020年公演は、3人によ
る洗練された演奏はもちろん、3人が信頼する若手演奏家を迎えて六重奏の厚みのある
響きもお楽しみいただけます。また、アンサンブル天下統一の魅力を堪能するオペラの編
曲作品を初披露します。進化し続ける彼らの演奏に、ご期待ください。

ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca

2020年4月～2021年3月

公演ラインナップ
2020年4月～2021年3月

公演ラインナップ
2020年 6月7日（日）15:00開演2020年 6月7日（日）15:00開演

クラシック会員 ：2020年3月7日（土）
シビコロ会員 ：2020年3月14日（土）
一般 ：2020年3月21日（土）

発売日

クラシック会員 ：おとな（高校生以上）2,250円、こども（3歳以上）900円
シビコロ会員・一般 ：おとな（高校生以上）2,500円、こども（3歳以上）1,000円

料　金

ズーラシアンブラス、弦うさぎ ベス出　演

子どもから大人まで大人気のズーラシアンブラス。今回は、のんびりユーモラスな性格で
ホルンを奏でるバク一族が主役となり、ユーフォニアムのオセロット、パーカッションのナマ
ケモノ、ピアノのベスと一緒にやってきます。ホールいっぱいに響く、山々にこだまするよう
なホルン四重奏の美しい音色をお楽しみに！

2020年 6月27日（土）15:00開演2020年 6月27日（土）15:00開演

クラシック会員 ：2020年4月4日（土）
シビコロ会員 ：2020年4月11日（土）
一般 ：2020年4月18日（土）

発売日

クラシック会員 ：3,150円、学生（25歳以下）1,800円
シビコロ会員・一般 ：3,500円、学生（25歳以下）2,000円

料　金

宮田まゆみ（笙）、中村仁美（篳篥）、八木千暁（龍笛）出　演

1998年長野オリンピックの開会式で演奏した「君が代」が全世界で大きな話題となり、
「笙」の魅力を世界へ発信した宮田まゆみがコロネットに登場します。日本の伝統楽器な
らではの多彩な音色と、日本古典音楽の悠久の響きをご堪能ください。

2020年 7月5日（日）15:00開演2020年 7月5日（日）15:00開演

クラシック会員 ：2020年6月6日（土）
シビコロ会員 ：2020年6月13日（土）
一般 ：2020年6月20日（土）

発売日

会員・一般共通 ：1,500円、学生（25歳以下）500円料　金

古部賢一（オーボエ）、鈴木大介（ギター）出　演

ユリア・ハーゲン（チェロ）、新居由佳梨（ピアノ）出　演

オーボエとギターの音色は相性抜群！クラシックから日本の歌などジャンルにとらわれない
曲を、この二人だから生み出せる“ニューサウンド”でお届けします。三井住友海上文化財
団との共同主催により、上質で贅沢な“ひととき”とたくさんの“ときめき”を手軽にお楽しみ
いただけます。

2020年 10月31日（土）15:00開演2020年 10月31日（土）15:00開演

クラシック会員 ：2020年7月4日（土）
シビコロ会員 ：2020年7月11日（土）
一般 ：2020年7月18日（土）

発売日

クラシック会員 ：3,600円、学生（25歳以下）1,800円
シビコロ会員・一般 ：4,000円、学生（25歳以下）2,000円

料　金

ガボール・タルケヴィ（トランペット）、プジェミスル・ヴォイタ（ホルン）、
ファブリス・ミリシェー（トロンボーン）

出　演

クラシック会員 ：2020年10月3日（土）
シビコロ会員 ：2020年10月10日（土）
一般 ：2020年10月17日（土）

発売日

クラシック会員 ：3,150円、学生（25歳以下）1,800円
シビコロ会員・一般 ：3,500円、学生（25歳以下）2,000円

料　金

NAOTO（ヴァイオリン）出　演

クラシック会員 ：4,500円、学生（25歳以下）2,700円
シビコロ会員・一般 ：5,000円、学生（25歳以下）3,000円

料　金

ネマニャ・ラドゥロヴィチ（ソロ・ヴァイオリン）＆フレンズ（弦楽五重奏）出　演

元ベルリン・フィルのトランペット奏者ガボール・タルケヴィを筆頭に、世界的トッププレイ
ヤーが一堂に会してコロネットだけの特別トリオを結成。金管楽器が創り出す美しい響き
と華やかなハーモニーをお贈りします。

2020年 11月21日（土）15:00開演2020年 11月21日（土）15:00開演

クラシック会員 ：2020年8月1日（土）
シビコロ会員 ：2020年8月8日（土）
一般 ：2020年8月15日（土）

発売日

クラシック会員 ：4,500円、学生（25歳以下）1,800円
シビコロ会員・一般 ：5,000円、学生（25歳以下）2,000円

料　金

ゲルハルト・オピッツ（ピアノ）出　演

記念すべきベートーヴェン生誕250周年に、ドイツ正統派ピアニストの巨匠が贈るオール･
ベートーヴェン・プログラム。ゲルハルト・オピッツによるベートーヴェンの演奏は、完璧なタッ
チ、確かな表現力、穏やかで真摯な演奏で、聴き手に語りかけます。親日家でもあり、日本
でもっとも人気のピアニストによるリサイタルを、お聴き逃しなく。

2020年 12月20日（日）15:00開演2020年 12月20日（日）15:00開演

クラシック会員 ：2020年9月5日（土）
シビコロ会員 ：2020年9月12日（土）
一般 ：2020年9月19日（土）

発売日

クラシック会員 ：3,150円、学生（25歳以下）1,800円
シビコロ会員・一般 ：3,500円、学生（25歳以下）2,000円

料　金

鈴木大介、大萩康司、村治奏一（ギター）出　演

日本クラシック・ギター界を牽引していく実力派3人が集結。クラシック・ギターの醍醐味を
存分に味わえるだけでなく、今までにない音楽性でエキサイティングなプログラムを披露し
ます。“ギターの響きが気持ちの良いホール”と、ギター界の巨匠・福田進一氏よりお墨付
きを頂いたコロネットで、ギターの宴へと誘います。

2021年 1月31日（日）15:00開演2021年 1月31日（日）15:00開演

クラシック会員 ：2020年11月7日（土）
シビコロ会員 ：2020年11月14日（土）
一般 ：2020年11月21日（土）

発売日

クラシック会員 ：4,050円、学生（25歳以下）1,800円
シビコロ会員・一般 ：4,500円、学生（25歳以下）2,000円

料　金

森 麻季（ソプラノ）、林 美智子（メゾ・ソプラノ）、山岸茂人（ピアノ）出　演

人気実力ともに日本を代表するソプラノ森麻季、卓越した歌唱力で注目のメゾ・ソプラノ
林美智子によるデュオ・リサイタル。華麗で艶やかなふたりのディーヴァが優美な歌声で
魅了します。心に響く贅沢なハーモニーをご堪能ください。

2021年 3月14日（日）15:00開演2021年 3月14日（日）15:00開演

クラシック会員 ：2020年11月7日（土）
シビコロ会員 ：2020年11月14日（土）
一般 ：2020年11月21日（土）

発売日

会員・一般共通 ：2,000円料　金

チェロの名匠、父クレメンス・ハーゲンの才能を受け継ぐサラブレッドが、満を持してコロ
ネットに登場します。名だたるオーケストラと共演し、世界がもっとも注目する、瑞 し々くも
美しいチェロの音色を平日のお昼間にお届けします。

2021年 3月19日（金）11:00開演2021年 3月19日（金）11:00開演

クローズアップおかざき
アンサンブル天下統一2020

こどものためのシリーズ
ズーラシアンブラス「音楽の絵本」エスカルゴ

ようこそコロネットシリーズ
宮田まゆみ　雅楽の調べ

ようこそコロネットシリーズ　三井住友海上文化財団ときめくひととき公演
古部賢一 ＆ 鈴木大介
オーボエ・ギター デュオ・コンサート

クラシック会員 ：2020年7月4日（土）
シビコロ会員 ：2020年7月11日（土）
一般 ：2020年7月18日（土）

発売日

高度なテクニックと圧倒的な美音は“パガニーニの再来”と称されるほど。そんな才能溢
れるヴァイオリニストのネマニャ・ラドゥロヴィチが気の合う仲間と弦楽ユニットを結成し、コ
ロネットに登場します。情熱的で魂を揺さぶる演奏をご体感ください。

2020年 11月8日（日）15:00開演2020年 11月8日（日）15:00開演
プレミアムコンサートシリーズ
ネマニャ・ラドゥロヴィチ＆フレンズ〈悪魔のトリル〉

プレミアムコンサートシリーズ 
タルケヴィ×ヴォイタ×ミリシェー ブラス・トリオ

プレミアムコンサートシリーズ
ゲルハルト・オピッツ ピアノ・リサイタル

エキサイティングシリーズ
ギタリストたちの饗宴

ようこそコロネットシリーズ
森 麻季 ＆ 林 美智子 デュオ・リサイタル

プレミアムランチタイムコンサート
ユリア・ハーゲン　チェロ・リサイタル

クラシックからポップスまでジャンルにとらわれない音楽センスと、華麗なパフォーマンスで
一躍注目を集めているヴァイオリニストが登場。ジャンルレスな音楽センスで魅せるア
コースティック・ライヴは必聴間違いなし！

2021年 2月7日（日）15:00開演2021年 2月7日（日）15:00開演
エキサイティングステージ
NAOTO アコースティック・コンサート

ⒸSatoshi OonoⒸSatoshi OonoⒸSHIMON SEKIYAⒸSHIMON SEKIYA ⒸNedaNavaeeⒸNedaNavaeeⒸToru HiraiwaⒸToru HiraiwaⒸYuji HoriⒸYuji HoriⒸMatsunao KokuboⒸMatsunao Kokubo

ⒸHT/PCMⒸHT/PCMⒸ土居政則Ⓒ土居政則 ⒸMatsunao KokuboⒸMatsunao Kokubo ⒸMilan Djakov, creative studioⒸMilan Djakov, creative studio
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32,500円
通常合計価格 25,000円シビコロ・クラシック2019会員セット券価格

28,000円シビコロ会員／一般セット券価格
締切：２０２０年２月29日（土）必着

2020年4月～2021年3月 8公演セット券2020年4月～2021年3月 8公演セット券 限定50セット

往復はがきに、①住所　②氏名（ふりがな）　③電話番号　④受け取り方法（シビックセンター窓口もしくは郵送）　⑤郵送の場合は入金方法
⑥会員の方は会員番号　⑦希望セット数を明記し、返信用はがきに返信先を必ずご明記の上、以下の宛先までご郵送ください。
〒444-0813　愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地　岡崎市シビックセンター「8公演セット券」係
※1名様につき1通までとし、キャンセル・変更の受付はいたしかねます。学生セット券はございません。※お申込多数の場合は抽選となります。
※シビコロ・クラシック2019会員の方は座席をご指定いただけます。お席が重なった場合は、抽選となります。詳細は専用チラシをご覧下さい。

申込方法

2020年 6月7日（日） 15:00開演
アンサンブル天下統一2020

2020年 12月20日（日） 15:00開演
ゲルハルト・オピッツ　ピアノ・リサイタル

2020年 7月5日（日） 15:00開演
宮田まゆみ　雅楽の調べ

2021年 1月31日（日） 15:00開演
ギタリストたちの饗宴

2021年 2月7日（日） 15:00開演
NAOTO アコースティック・コンサート

2020年 11月8日（日） 15:00開演
ネマニャ・ラドゥロヴィチ＆フレンズ〈悪魔のトリル〉

2021年 3月14日（日） 15:00開演
森 麻季 ＆ 林 美智子 デュオ・リサイタル

2020年 11月21日（土） 15:00開演
タルケヴィ×ヴォイタ×ミリシェー ブラス・トリオ

音楽に親しむ充実のイベント音楽に親しむ充実のイベント

岡崎市シビックセンター コンサートホール《コロネット》を拠点に活躍する、岡崎初のレジデント・アンサンブル『アンサンブル天下統一』は、
“岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝える”をモットーに掲げ、2014年に結成されました。岡崎市出身のチェロ奏者・中木健二さん、
ヴァイオリン奏者の長原幸太さん、ヴィオラ奏者の鈴木康浩さんの3人に様々なゲストを迎えて、公演を重ねてきました。
2020年で結成7年目を迎える、進化し続けているアンサンブル天下統一のこれまでの歩みを振り返ります。

コロネット ランチタイムコンサート
平日の昼間に気軽に聴ける1時間
のトーク付コンサートです。

日程：年3回
会場：コンサートホール　コロネット

市民の皆さまとともにつくる、“音楽を楽しむフェスティバル”です。
日程：2020年9月23日（水）～9月29日（火）

※昨年の様子※昨年の様子

※昨年の様子※昨年の様子

次世代育成プロジェクト2020
2017年にスタートした
『次世代育成プロジェクト』。
2020年はリハーサル室から飛び
出して、コンサートホールで開催します！

日程：2021年3月
会場：コンサートホール

※昨年の様子※昨年の様子

交流広場
シビックセンター交流広場にて、季節ごとに
子どもも大人も楽しめるイベントを開催します♪

※昨年の様子※昨年の様子

イベントイベント

花植え花植え

みんなの音楽学校
人気音楽文化講座。お馴染みの松本大輔
先生を講師に、興味深い講座を展開してい
きます！

日程：5月23（土）、10月10日（土）、
　　　2021年2月13日（土）
時間：11：00～12:10　講師：松本大輔
会場：リハーサル室第2　料金：500円

コロネット市民音楽フェスティバル2020

※昨年の様子※昨年の様子

アンサンブル天下統一
アンサンブル・アカデミー
シビックセンターのレジデントアンサンブル「アンサンブル
天下統一」による、“アンサンブルに特化した”マスターク
ラスを開催します。

日程：8月
会場：岡崎市シビックセンター内

シビックロビーコンサート
季節にちなんだ音楽を、気軽に楽しめる
30分のコンサートをお届けします。

日程：7月7日（火）、10月2日（金）、
　　　12月25日（金）、
　　　2021年3月3日（水）
時間：12：30～13：00
会場：１階ロビー　　　入場無料 ※昨年の様子※昨年の様子

アンサンブル天下統一のあゆみ

曲　目：フランセ/弦楽三重奏曲
　　　　ビゼー（松本望編）/カルメン・ファンタジー
　　　　ベートーヴェン/弦楽三重奏曲 第4番 ハ短調 Op. 9-3
アンサンブル天下統一のデビュー公演は、ベートーヴェンの“運命の調”ハ短調の名作を軸にしたプログラムを披露。
ソロや室内楽で引く手あまたの若手トップ奏者3人による上質かつ勢いのある演奏で、初陣を飾りました。

2014
8月3日

曲　目：ベートーヴェン/弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調 Op. 3
　　　　ブラームス/弦楽五重奏曲 第2番 ト長調 Op. 111
ゲスト：小林壱成（ヴァイオリン）、鈴村大樹（ヴィオラ）
2年目は、重厚さと輝きを増した演奏を繰り広げ、聴く人を虜にしました。
また、若手の新鋭2人を招き五重奏も展開し、室内楽の真髄をお贈りしました。

2015
6月14日

曲　目：モーツァルト/ディヴェルティメント K. 563
　　　　モーツァルト（松本望編曲）/オペラ「魔笛」の主題による組曲～弦楽三重奏のための～
　　　　シェーンベルク/浄夜 Op. 4
ゲスト：對馬哲男（ヴァイオリン）、大島亮（ヴィオラ）、森山涼介（チェロ）
3年目は、ウィーンの室内楽の魅力を堪能できるモーツァルトとシェーンベルクのプログラムを、
若手弦楽奏者を迎えた六重奏で披露しました。6人が響かせたロマンティックな音色で観客を惹き付けました。

2016
6月4日

曲　目：シューベルト/弦楽三重奏曲 第1番 変ロ長調 Ｄ471
　　　　弦楽三重奏曲 第2番 変ロ長調 Ｄ581 、ピアノ五重奏曲 イ長調「鱒」Ｄ667
ゲスト：池松宏（コントラバス）、佐藤卓史（ピアノ）
4年目は“歌曲王”の異名を持つシューベルトの室内楽作品にスポットを当て、オール・シューベルトプログラムに
挑戦。初のピアノを加えた編成で、過去3回とはひと味異なる音色で魅了しました。

2017
6月3日

曲　目：モーツァルト/ピアノ四重奏曲 第2番 変ホ長調 K. 493
　　　　Ｒ.シュトラウス/ピアノ四重奏曲 ハ短調 Op. 13 TrV137
　　　　シューマン/ピアノ四重奏曲 変ホ長調 Op. 47
ゲスト：エリック・ル・サージュ（ピアノ）
年々進化を遂げるアンサンブル天下統一の結成5周年は、室内楽の名手エリック・ル・サージュを迎え、
ピアノ四重奏の世界へ。色彩感あふれる4人の音色をドラマティックに響かせてくれました。

2018
4月14日

曲　目：J.S.バッハ/ゴルトベルク変奏曲 ト長調 BWV988
6年目は“原点回帰”と題し、ゲストを迎えず3人だけで、室内楽の
大曲に挑みました。ゴルトベルク変奏曲への熱い想いや、応援し
てくださる皆さまへの感謝の気持ちが１音１音から感じられる、
まさに“一曲入魂”の演奏を魅せてくれました。

2019
6月22日

岡崎市出身。東京藝術大学を経て、パリ国立高等学校音楽院、ベルン高等音楽院の両校を首席で卒
業。2010年フランス国立ボルドー・アキテーヌ管弦楽団首席奏者に就任。14年に帰国し、ソリストおよ
び室内楽の演奏活動を本格始動。紀尾井ホール室内管弦楽団メンバー。東京藝術大学准教授。

中木健二（チェロ） Kenji Nakagi

東京藝術大学附属音楽高等学校、同大学を経てジュリアード音楽院に留学。1998年日本音楽コン
クールに最年少優勝。2011年に第21回新日鉄音楽賞フレッシュアーティスト賞を受賞。04年に大阪
フィルハーモニー交響楽団首席客演コンサートマスターに就任。14年に読売日本交響楽団のコンサー
トマスターに就任。ソリスト、室内楽奏者、オーケストラのゲストコンサートマスターとしても活躍。

長原幸太（ヴァイオリン） Kota Nagahara

読売日本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏者。5歳よりヴァイオリンを始め、桐朋学園大学卒業後ヴィオラに転
向。第47回全日本学生音楽コンクール東京大会高校の部第1位。第9回クラシックコンクール全国大
会ヴィオラ部門第2位（1位なし）。ドイツのカラヤン・アカデミーで研鑽を積んだ後ベルリン・フィルの契約
団員となる。協奏曲でのソリストや室内楽、リサイタルなどで精力的に活躍。

鈴木康浩（ヴィオラ） Yasuhiro Suzuki

参 加 者 募 集

参加資格
音楽活動をしている個人または団体
注：①定期演奏会（定期的に開催する演奏会）や主催団体の
　　　記念行事的演奏会、教室等の発表会を除く
　　②営利企業や音楽事務所などが実施するものは不可

支援内容
・開催日のホール利用料及び附属設備利用料を免除いたします。
・公演開催までの広報活動の協力、アドバイス、
　チケット委託販売等のサポートをいたします

申込期間
2020年2月1日（土）～3月20日（金・祝）必着

※詳しくはホームページをご覧ください。

CORONET INFOMATION
Vol.127

4CORONET INFOMATION
Vol.127

5



参加館 開催日 開催時間 

 

大平市民センター  第1、3木曜日   
東部市民センター  第1、3金曜日   

岩津市民センター  第3火曜日  
第4土曜日   

矢作市民センター  第1、3土曜日  
第２金曜日  

 
 

六ツ美市民センター 第1土曜日   

げんき館  第4金曜日   

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！

　「月の子！今ゆきます！」
　バスチアンとアトレーユ、二人
の少年が出会うとき、本当の冒険
が始まる。楽しいだけではない切
なさが込み上げてくる、そんな名
作ファンタジーです。

作/ミヒャエル・エンデ
訳/上田真而子・佐藤真理子

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■２月の休室日：3日（月）、10日（月）、12日（水）、17日（月）、24日（月）、25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

『はてしない物語』

各地域の図書室の「おはなし会」では
「おはなし会スタンプラリー」という
企画を始めました。
蘆各「おはなし会」で配布しているスタ
ンプラリーの台紙を持って「おはなし
会」に参加し、スタンプを８つ集める
と、素敵なプレゼントがもらえます。
蘆お子様なら誰でも参加できますの
で、是非お近くの「おはなし会」に
　お立ち寄りください。
※岡崎市立中央図書館（りぶら）では
　開催しておりません。

おはなし会スタンプラリー
開催中です！

額田図書館

 

第２土曜日  
第３木曜日

  南部市民センター

 

毎週日曜日
毎週火曜日

  
10時30分

10時30分

10時30分

11時00分
10時30分
11時00分

10時30分

10時30分

15時00分
16時00分

※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

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 
　　　※奥村愛が信頼する仲間達で構成された特別編成ストリングス
　　　（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
　　　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
　　　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
　　　ジョセフ・コズマ/枯葉
　　　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 ジャズの名曲に包まれるラグジュアリーなステージ

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！

日本が世界に誇るトップ・プレイヤーたちが贈るプレミアムセッションが実現！珠玉のジャズナン
バーをたっぷりお届けします。

出演：勝田千尋（クラリネット）
　　　板垣千香子（ピアノ）
曲目：エルガー/愛の挨拶
　　　ロヴレーリョ/
　　　ヴェルディの歌劇
　　　「椿姫」の主題による
　　　協奏的幻想曲Op. 45 ほか
会場：コンサートホール コロネット
※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。

2020年2月12日（水）
　　　11:00～12:30

シビックセンター避難訓練
クラリネット・ピアノ
デュオコンサート

尺八の新たな魅力を拓く第一人者として、邦楽のみならず幅広いジャンルで活躍する藤原道山と、5オクターブのマリンバを自在に操り様々なメロディ
を奏でるSINSKE（シンスケ）による異色デュオがコロネットに登場！尺八とマリンバだけで奏でる音色は“世界最小オーケストラ”と称され話題を呼び、
デュオ活動開始5周年の2016年には、フランス・ベルギーなど欧州を含む国内外20公演のツアーで成功を収めました。
今回の岡崎公演は、二人が生まれた「昭和」の時代をテーマに、時代を彩ったクラシックや日本唱歌、ポップスなどジャンルを超えた名曲の数々をお楽
しみください。

出演：山本奈央（オカリナ）、大柴拓（ギター）
曲目：A.ピアソラ/タンゴの歴史 より ”Bordel 1900”
　　　日本古謡/さくらさくら
　　　L.デンツァ/フニクリ・フニクラ　　ほか
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席自由 1,000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。

1月31日（金）一般発売 平日の昼間に気軽に聴ける1時間

2020年3月19日（木）
11:30開演（11:00開場）

コロネット ランチタイムコンサート

山本奈央 オカリナ コンサート

オカリナの優しい音色で、多彩なジャンルの音楽を奏でます。
平日の昼間に楽しめる心温まるひとときを過ごしてみませんか？

ⒸYosuke KomatsuⒸYosuke Komatsu

Ⓒ井村重人Ⓒ井村重人

ⒸWataru NishidaⒸWataru Nishida

応募締切：2/15（土）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「ハッピー・ジャズ・アワー！」公演にご招待します。

ジュニアシートのご案内

春にちなんだ音楽とトークでお届けする
30分のコンサート。マリンバの音色を
お楽しみください。

マリンバデュオ 春の香りマリンバデュオ 春の香り

出演：荻野詩織、植田光紀（マリンバ）
曲目：さくら、剣の舞　ほか
場所：シビックセンター1階ロビー
※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。

2020年3月3日（火）12:30～13:00

シビックロビーコンサートvol.20

入場無料

好評発売中 多彩な響きと迫力のパフォーマンスで魅了

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★

好評発売中 西洋音楽と岡崎の文化の“意外な繋がり”に迫る音楽文化講座　

文明開化！明治期博覧会に見る三河と西洋音楽の発展に迫ります。音楽
が好きな方だけでなく、歴史・近代文学がお好きな方もお楽しみいただける
人気音楽講座です。

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 
※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。

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

コンサート中に地震が発生したことを想定して、お客様を含めた
避難訓練を行い、災害時の対応方法や避難ルートの確認と
いった、避難体験をしていただきます。訓練終了後は引き続き演
奏をお楽しみください。

もしもコンサート中に大地震が発生したら…
避難訓練避難訓練同 時 開 催

勝田 千尋勝田 千尋 板垣 千香子板垣 千香子

荻野 詩織荻野 詩織 植田 光紀植田 光紀

参加申込書にご記入の上、シビックセンター1階総合案内もしくは
FAXにてお申込ください。お電話でも申込可能です。
※避難には階段を使用いたします。
　車イスでご来場の方は事前にご連絡ください。

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：2020年2月1日（土）～29日（土） ※ご注文時にご提示ください。
70円off

このページをご提示いただくと
コーヒー（ ）

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、９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

参加申込受付中

申込締切：2月11日（火）

　大阪府出身。幼少よりエレクトーンやピアノを通して幅
広く音楽に親しむ。関西大学在学中、同大学交響楽団に
所属しフルートを始める。卒業後、介護スタッフとしてデイ
サービスで勤務する中で音楽の時間を担当し、オカリナと
出会う。2013年よりオカリナ奏者として活動を本格開始。
クラシックの曲目を中心に、童謡唱歌や映画音楽などのな
じみ深い曲目も多数取り入れた幅広く多彩なレパートリー
が好評である。17年より拠点を東京に移し、現在は東京・
大阪を中心にソロ活動のほか、学校や福祉施設などへの
アウトリーチ事業に参加し対象により伝え方を工夫したプ
ログラム作りに力を入れている。オカリナのための新作委
嘱にも積極的に取り組み、オカリナの未来の可能性を伝
えている。ピアノ、ギター、ハープ等との共演のほか、オカリ
ナデュオやカルテットなどのアンサンブルにも積極的に参
加。（一財）地域創造 公共ホール音楽活性化事業（おん
かつ）平成30・31年度登録アーティスト。ソロアルバム
『めぐり逢い』（オカリナ＆ハープ）をリリース。

山本奈央 Nao Yamamoto

入場無料
（要事前申込）
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