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コロネットインフォメーション 2021.
シビックセンター主催 公 演 情 報
好評発売中 メモリアルイヤーに贈る祝祭コンサート
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
2021年12月5日
（日） 15：00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）
、辻純佳
（ヴァイオリン）
、泉優志
（チェロ）
、
渡邉玲雄
（コントラバス）
アンサンブル・アカデミー受講選抜者10名
曲目：モーツァルト/「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第1楽章
ベートーヴェン/弦楽三重奏のためのセレナード ニ長調
ボッケリーニ/弦楽五重奏曲 変ロ長調 、
グリーグ/組曲「ホルベアの時代より」
料金：【全席指定】一般2,500円、学生
（25歳以下）
1,500円
助成：芸術文化振興基金※クラシック会員割引はございません。

平日のお昼間に楽しめるコンサート

好評発売中 新進気鋭の岡崎出身フルート奏者、
コロネットに登場！
クローズアップおかざき コロネットランチタイムコンサート

高木綾子 ＆ 山本 葵 美しきフルートの調べ
岡崎市
出身！

豪華なメンバーが集結して名曲をお届けする、聴きごたえのあるコンサート
です。
ベートーヴェンの隠れた名曲として知られる
「弦楽三重奏のためのセレ
ナード」
は、当館のレジデント・アンサンブルであるアンサンブル天下統一が
お贈りします。
さらに、読売日本交響楽団の川口尭史と愛知県立芸術大
学准教授の渡邉玲雄を加えた弦楽五重奏で、
モーツァルトの名曲「アイ
ネ・クライネ・ナハトムジーク」
とボッケリーニの「弦楽五重奏曲」
をお届けし
ます。
コンサートの締め括りは、岡崎ゆかりの演奏家とアンサンブル・アカ
デミー受講者で将来有望な若手音楽家を加えた総勢17名が、情景豊か
なグリーグの「ホルベアの時代より」
を響かせます。
開館20周年をお祝いするにふさわしい
華やかな音楽をお聴き逃しなく！
感動をもう一度
本公演はライブ配信・アーカイブ配信を
予定しています。詳しくはシビックセンター
ホームページをご確認ください。
Ⓒノザワヒロミチ

０才から楽しめる♪動物たちが贈る大人気コンサート
こどものためのシリーズ

音楽の絵本 フェアリーテール
2022年3月13日
（日） 15：00開演

出演：ズーラシアンブラス
（金管五重奏）
、
弦うさぎ
（ピアノ五重奏）
曲目：ルスランとリュドミラ序曲、
わらの中の七面鳥、
Ⓒスーパーキッズ
踊ろう楽しいポーレチケ ほか
料金：【全席指定】おとな
（高校生以上）2,500円、
こども
（3歳以上）1,000円 クラ割引
※休憩を含み約90分のコンサートです。

チケット発売日 ※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。
※電話予約は、残席がある場合のみ12月19日
（日）
9：00から。

ⒸFUMI

●クラシック会員：12月4日
（土）●ベーシック会員：12月11日
（土）●一般：12月18日
（土）

2021年12月14日
（火） 11：30開演

出演：高木綾子、山本 葵
（フルート）
、坂野伊都子
（ピアノ）
曲目：ユーグ/ヴェルディの「仮面舞踏会」
による協奏的大幻想曲
ベルリオーズ/三重奏曲「キリストの幼時」
より
チャイコフスキー/バレエ
『くるみ割り人形』
より
クーラウ/3つの協奏的大二重奏曲ト長調
料金：【全席指定】一般1,000円※クラシック会員割引はございません。
岡崎市＆豊田市出身のフルート奏者による昼間1時間の贅沢なコンサートで
す。年末の忙しさを忘れて、ホールでほっと一息ついてみませんか？フルート
の華麗で優美な音色を心ゆくまでお楽しみください。日本全国で活躍中の
岡崎市出身フルート奏者 山本葵の演奏に是非ご注目ください！

11月25日（木）発売
オペラ男子とマルチ・ピアニストが贈るオペラティックなクリスマス

カントキューブのクリスマス
出演：カントキューブ
〔隠岐速人
（テノール）
、
後藤春馬
（バス・バリトン）
、
長井進之介
（ピアノ）
〕
ゲスト：清野友香莉
（ソプラノ）
曲目：ビゼー/歌劇『カルメン』
より
「闘牛士の歌」
ヴェルディ/歌劇『椿姫』
より
「乾杯の歌」
シェーンベルク/ミュージカル
『レ・ミゼラブル』
より
「スターズ」
ホワイト・クリスマス ほか
料金：【全席自由】一般1,000円 ※クラシック会員割引はございません。
日本オペラ界を担うオペラ歌手・隠岐速人（テノール）、後藤春馬（バス・バ
リトン）と、演奏活動のほか執筆活動などマルチに活躍するピアニスト長井
進之介によるオペラユニット「カントキューブ」が登場！平日のお昼間に、
オペラの名曲やクリスマス・ソングなどをたっぷり披露します。

主催公演チケットの取扱場所
岡崎市シビックセンター

TEL.0564-72-5111

窓口販売・電話予約
（9：00〜20：00/休館日をのぞく）

エキサイティングシリーズ

ハッピー・ジャズ・アワー！
2022年2月19日
（土） 16：00開演

出演：渡辺香津美
（ジャズギター）
須川展也
（サクソフォン）
奥村愛
（ヴァイオリン）
井上陽介
（ベース）
、奥村愛ストリングス
曲目：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 ほか
料金：【全席指定】一般4,000円、
学生
（25歳以下）
2,000円 クラ割引

ⒸYosuke Komatsu

Ⓒ小島竜生

好評発売中 岡崎から日本全国、世界へ羽ばたき活躍中！

2021年12月17日
（金） 14：00開演

〔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

好評発売中 一流アーティストとストリングスが奏でるラグジュアリーな時間

クローズアップおかざき

柴田紗貴子 ＆ 岩崎洵奈
デュオ・リサイタル
2022年2月26日
（土） 15：00開演

出演：柴田紗貴子
（ソプラノ）
、岩崎洵奈
（ピアノ）
曲目：プッチーニ/歌劇『つばめ』
よりドレッタの夢
J.シュトラウスⅡ/喜歌劇『こうもり』
より
チャールダーシュ ふるさとの調べよ
ショパン/バラード 第1番ト短調、
幻想即興曲 嬰ハ短調 ほか
料金：【全席指定】一般3,000円
学生
（25歳以下）
2,000円 クラ割引
市内中学校へ訪問演奏会！レポートは裏面をご覧ください

ⒸJulia Wesely

※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。

インターネット
予約が便利です！
（24時間受付）

各公演の最新情報は随時ホームページでお知らせいたします。
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 12月のスケジュール
１２ 月
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シビックセンター開館20周年記念事業

［日］

［火］

15：00開演 コロネットアニバーサリーコンサート

11 19：00

●全席指定 一般2,500円、
学生1,500円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

トヨタトロンボーンアンサンブル 第18回定期演奏会

［土］

開演 ●無料
●鈴木 090-8323-8794

［日］

開演 ●無料
●田口・松橋ピアノ教室
（松橋）090-2938-2614

12 13：00

クローズアップおかざき

11：30開演

17 14：00

［金］

※11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。

コロネットランチタイムコンサート

高木綾子＆山本 葵

美しきフルートの調べ

●全席指定 一般1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

カントキューブのクリスマス

開演 ●全席自由 一般1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

ピアノ発表会

シビッククリスマス2021

●日 時：12月18日
（土）
10：30〜15：00
●料 金：入場無料
かで
くとどこ ？
も
クリスマスグッズ作りや、音楽や楽器の ぼ会
か
える
えると
秘密に迫るワークショップを楽しもう
！ みんなに会な
嬉しい

カントキューブの音楽実験室

手作りワークショップ

会場：コンサートホールコロネット 時間：11：00〜、13：00〜

会場：交流広場
●クリスマスオーナメントづくり
数種類の中から好きなものを選んで、
オリジナルのクリスマスオーナメントをつくろう！
時間：10：30〜
（材料なくなり次第終了）

●オペラ歌手の肺活量が見える？ピアノの音量を感じる！
楽しく実験しながら、音楽や楽器の秘密を大公開！
みんなでクリスマスソングも楽しもう♪

●オリジナル楽器づくり
どんな音がなるかな？ オリジナルの楽器をつくろう！
つくった楽器で、
カントキューブと一緒に演奏♪
時間：10：30〜
（材料なくなり次第終了）

同時開催

おかざきファーマーズマーケット

会場：花北ふれあい公園

出演：カントキューブ
〔隠岐速人
（テノール）
、長井進之介
（ピアノ）
〕

時間：9：30〜12：30

●地産地消！地元で採れた新鮮な野菜や果物、加工品を販売しています

夢ダイアリー

公演レポート

シビックセンターでは、演奏者がホールを飛び出

コロネット・キャラバン隊、し、地域に音楽を届けるアウトリーチ活動「コロ

市内で出張演奏会！

シビックセンターが募集した
「みんなの夢 叶えます!」に応募された方々の
夢を叶える企画です。

「夢」
を叶えるために、
どんな準備をすれば
いいでしょうか？スタッフと一緒に考える様
子は、
シビックセンターHPやFacebookで
更新中！ぜひご覧ください♪
ご来館されるお客様へ
●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。

ネット・キャラバン隊」
を実施しています。今回は
岡崎市出身のソプラノ歌手で、日本全国で活
躍 中の柴田紗 貴 子が、岡 崎 市 立 六ツ美 北 中
学校と岡崎市立河合中学校を訪問し、表現豊
かにオペラの名曲を披露しました。自身の中学
時代の様子やこれまでの経験もトークに交え、
未 来に向かって頑 張る生 徒の皆さんに、音 楽
の素晴らしさと希望や夢を届けました。

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させていただき、
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。※12月17日開催「カントキューブのクリスマス」
を除く。
ご予約いただけるお席の定員は、感染状況により変動する場合があります。

図書室スタッフおすすめの1冊！
『こども SDGs

お食事代

（お食事を注文の場合のみ）

■お問合せ先：TEL 0564-58-1010

■開室時間：9:00〜21:00（日曜、
祝日は17:00まで）
■休室日：月曜日、
29日
（水）
、
30日
（木）
、
31日
（金）
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

４８

岡崎市役所

岡崎警察署
イオン岡崎
北駐車場

共立
病院

光ヶ丘
女子高

戸崎町
P

TEL.0564-72-5111

窓口販売・電話予約
（9：00〜20：00/休館日をのぞく）

インターネット
予約が便利です！
（24時間受付）

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
※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。

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
ABホテル

1

庄司田1

至蒲郡

主催公演チケットの取扱場所
岡崎市シビックセンター

岡崎
I.C

名鉄名古屋本線

２４８ ４８３

東口

有効期限：2021年12月1日
（水）
〜12月28日
（火）※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：日曜日

東岡崎駅

羽根ガード東
P

岡崎駅
JR東海道本線

10 引き
%

1

八帖

岡崎公園前駅

愛知環状鉄道

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、

至豊田
中岡崎駅

よく目にする「SDGs」に
ついて、子どもだけでな
く、大人にもおすすめでき
る本です。目標を達成す
るためにはどうしたらい
いのか理解を深め、でき
ることから少しずつ取り
組んでいきましょう。

至名古屋

監修 / 秋山宏次郎

１階 カフェレストラン
「グリーンハウス」

※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。

なぜ SDGs が必要なのかがわかる本』

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

Facebookで

至豊橋

最新情報をチェック！

