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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
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。

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〕 　　　　：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。クラ割引

主催公演チケットの取扱場所
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）

インターネット
予約が便利です！
（24時間受付）

クラ割引

2022年6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）〕
　　　鍵冨弦太郎（ヴァイオリン）、加藤大輔（ヴィオラ）、矢部優典（チェロ）
曲目：ハイドン/弦楽三重奏曲 変ロ長調
　　　モーツァルト/弦楽五重奏曲 第3番 ハ長調
　　　チャイコフスキー/弦楽六重奏曲 ニ短調 「フィレンツェの思い出」
料金：【全席指定】 一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円

※昨年の様子

2022年8月9日（火）～11日（木）いずれかの日
講師：アンサンブル天下統一
　　　中木健二（チェロ/東京藝術大学准教授）
　　　長原幸太（ヴァイオリン/読売日本交響楽団コンサートマスター）
　　　鈴木康浩（ヴィオラ/読売日本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏者）

対象：岡崎市在住・在勤の弦楽器（ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロまたはピアノ）経験者で、
　　　アンサンブルを学んでいる、または学びたい方。（年齢不問）
締切：2022年5月31日（火）必着
※応募の詳細は、ホームページをご確認ください。

クローズアップおかざき

アンサンブル天下統一2022

若手演奏家とともに奏でる魅惑の旋律

今年で結成9年目を迎え、岡崎市シビックセンターのレジデント・アン
サンブルとしてさらなる進化を続ける“アンサンブル天下統一”。今回は
弦楽三重奏に加え、国内外で活躍する3人の奏者を招き、モーツァルト、
チャイコフスキーの最盛期の作品に取り組みます。生でこそ感じられる、
奏者たちと作品のエネルギーをご堪能ください。

　次世代育成プロジェクトとは、岡崎にゆかりがある将来有望な若手演奏家をご紹
介し、応援するプロジェクトです。2017年に始まり、これまでに多くの若手音楽家に
出演いただきました。中には、昨年大きな話題となった「ショパン国際ピアノコンクー
ル」に出場された愛知県出身のピアニストなど、“岡崎から世界へ”羽ばたかれた方も
います。
　3月4日に出演した河合雪子さんは、数々のコンクールで成績を残している、今後の
活躍に注目が集まる岡崎市出身のフルート奏者です。
　河合さんにとってコロネットは「幼いころから馴染みがあり、響きの良さや大きさ、色
合いも含めて、まるで家のような安心する場所です」とお話くださいました。終演後に
は「お客さんの表情や反応を感じ取りやすい距離感で、おひとりおひとりに音楽を届
けることをより一層意識できた演奏会でした。また、今回の出演が決まってから、地元
である岡崎の皆さんからの温かい応援を、予想以上に多くいただき驚きました。東京
などでの音楽活動では、そういう声や気持ちに触れる機会が少ないので、とても嬉し
かったです」と感想を寄せてくださいました。今後は、ソロやオーケストラ、吹奏楽での
演奏活動だけでなく、今回感じた温かい気持ちに応えるため、岡崎での演奏会開催
も検討されています。
　次世代育成プロジェクトは今年度も開催を予定しています。引き続き、若手演奏家
のフレッシュな演奏にご期待ください！

「アンサンブル天下統一 アンサンブル・アカデミー2022」のマスタークラスと同時開催で、アンサンブルを気軽に体験できるワークショップを開催します。
趣味でアンサンブルを楽しんでいる方、いつもは独奏だけどアンサンブルに挑戦してみたい方は、ぜひご応募ください！
ワークショップを通して、アンサンブルの楽しさや音楽を分かち合う喜びを感じてみてはいかがでしょうか。

アンサンブル天下統一 アンサンブル・アカデミー 岡崎市在住・在勤者対象ワークショップ 受講者募集！
ⒸノザワヒロミチⒸノザワヒロミチ

「次世代育成プロジェクト」を開催しました。

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。
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岡崎音楽家協会　第34回　新人演奏会
●1,000円
●岡崎音楽家協会（大海） 090-4261-5780

18：00開始28
［木］

岡崎商工会議所青年部
令和4年度会員総会並びに4月例会（出発式）
●関係者のみ
●岡崎商工会議所青年部 080-3347-2689

10：00開演2
［土］

ピアノ＆エレクトーン発表会
●無料
●ハーモニーの会 0564-26-2471

13：45開演24
［日］

風薫るコンサート　ピアノ発表会
●関係者のみ
●風薫るコンサート 0564-22-7445

16：00開演17
［日］

音物語　愛知岡崎公演　世界一明るい暗闇
●前売り3,500円、当日3,900円
●音物語 080-3610-4149

コンサートホール コロネット 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！

お絵描きの時間が終わって
もワシテの画用紙は真っ白
のまま。苦しまぎれに描い
たのはちっぽけな《てん》
ひとつ。その《てん》を大切
に受け容れてくれた先生の
柔軟さに触れ、ワシテの心
にかけがえのない気持ちが
芽生えます。

作 /ピーター・レイノルズ
訳 /谷川俊太郎

■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

『てん the dot』

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！

※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。

お問合せ主催公演チケットの取扱場所
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

※3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。

４　月

インターネット
予約が便利です！
（24時間受付）

　　　　

平日13：00～17：00
利用の場合

コンサートホール 16,410円
附属設備代 5,400円
（演台、司会台、プロジェクター等含む）

計 21,810円

※金額は一例です。設備や時間帯によって変わります。
※税込価格

コンサートホール「コロ
ネット」の響きの良さは、
多くの著名アーティストか
ら高い評価をいただいて
います。コンサートのみな
らず、様々な用途にご活
用いただけます！
利用例をご紹介します。

コンサートホール「コロネット」を利用してみませんか？

チケット予約・購入方法のご案内 WEB

講習・研修会

●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

　

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

■営 業 時 間：9:00～17:00（L.O.16:30）
■定 休 日：日曜日
　※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：2022年4月1日（金）～4月30日（土） ※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、

料金シミュレーション

平日9：00～17：00
利用の場合

コンサートホール 27,120円
附属設備代 16,500円
（演台、司会台、マイク等含む）

計 43,620円

式　典

料金シミュレーション

3つの方法からお選びください。

予約

24時間、お好きな時間に、
座席指定でご予約いただけます。
（システムメンテナンス時を除く）

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/ にアクセス。
※登録料、年会費などの費用は一切必要ありません。
※会員登録せずにチケットをご予約いただくこともできます。

受付時間　9：00～20：00（休館日を除く）

支払い・引き取り
●お近くのコンビニエンスストア（セブン-イレブン）店頭
　※手数料がかかります。
　　決済手数料1件につき165円 発券手数料1枚につき110円。
●岡崎市シビックセンター総合案内
　※現金払いのみ。

電話 0564-72-5111

シビックセンター1階総合案内
受付時間　9：00～20：00（休館日を除く）
※現金払いのみ。

注意

窓口

お支払期限（お申込より1週間以内）までにお支払いいただけない場合、ご予約は無効となります。ご予約後の変更・キャンセル、ならびに購入後の払戻しは受付けておりません。

利用例
１

利用例
2

開演


