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ジャンルを超えて、音を自由自在に操る唯一無二のヴァイオリニスト！
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 with 榊原 大
2022年9月11日
（日） 15：00開演

出演：NAOTO
（ヴァイオリン）
、
榊原大
（ピアノ）
曲目：クライスラー/愛の喜び
チック・コリア/スペイン
ピアソラ/リベルタンゴ
NAOTO/HIRUKAZE〜NHK『スタジオパークからこんにちは』
テーマ曲〜
榊原大/架空鍵盤〜Air Piano〜 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
新型コロナウイルスによる延期を経て、ついに公演が実現！ジャンルにとらわれ
ない独自のスタイルで会場を魅了します。コロネットに拡がるヴァイオリンと
ピアノの多彩な音色をご堪能ください。
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。※各日、朝9：00〜発売開始。
※電話予約は、残席がある場合のみ5月22日
（日）
9：00から。

●クラシック会員：5月7日
（土）●ベーシック会員：5月14日
（土）●一般：5月21日
（土）
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クローズアップおかざき

アンサンブル天下統一2022

アンサンブル天下統一は2014年の結成以来、拠点としている岡崎市シビック
センターコンサートホール「コロネット」にて毎年演奏会を開催し、上質な室内楽
をお届けし続けています。
公演開催を前に、本公演の見どころ・聴きどころをご紹介します。

作曲者の全盛期を知る魅力的な音楽
モーツァルトの弦楽五重奏曲第3番は、
オペラ
『ドン・ジョヴァンニ』
と同時期に
作曲されており、全盛期の頃の作品のひとつといえます。ハ長調という平明な調
性で書かれており、明朗で輝かしい音楽が魅力です。
チャイコフスキーの弦楽六重奏曲「フィレンツェの思い出」
もまた、創作力旺盛な
50歳頃に作曲された作品です。室内楽曲でありながらオーケストラのような豊か
な響きを持ち、
チャイコフスキーの成熟した作曲技法が堪能できます。

全員がソリスト！名手たちの共演
今回共演する鍵冨弦太郎
（ヴァイオリン）
、加藤大輔
（ヴィオラ）
、矢部優典
（チェ
ロ）
の3人は、
いずれもソロ、
オーケストラ、
アンサンブルなどで活躍する実力派。
アンサンブル天下統一からの信頼も厚く、
ダイナミックかつ緻密な音楽が繰り広
げられるでしょう。

弦楽三重奏を軸とした自由で柔軟なアンサンブル
アンサンブル天下統一の大きな特徴
のひとつは、3人での演奏をコアに、
ゲ
スト奏者を迎えることで自在に編成を
変え、多彩なアンサンブルをお届けで
きること。これまでも、国内外のアー
ティストを招き様々な編成の作品に取
り組んできました。9年目となる今回は、
ヴァイオリン・ヴィオラが加わる五重奏
と、
さらにチェロが加わる六重奏の作
品を演奏します。

ジ ュニ ア シ ート の ご 案 内
岡崎市在住・在学の小中高生を対象に、2名様を無料でご招待します。
コンサートホールで生の演奏を聴いてみませんか？
●申込締切：5月14日
（土）
必着 ※応募方法の詳細は、ホームページをご確認ください。

2021年公演の様子

9年間の活動を通して磨き上げられた演奏に2つ、3つと楽器が加わることで、
ど
のような変化が起こるのか、
ぜひ生の演奏をお聴きください。

2021年公演の様子

2020年公演の様子

アンサンブル天下統一 アンサンブル・アカデミー

日時：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 クラ割引

岡崎市在住・在勤者対象ワークショップ 受講者募集！

「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、
ぜひご応募ください！
日時：2022年8月9日
（火）
〜11日
（木）
のいずれかの日 ※開催日は締切後決定
講師：アンサンブル天下統一
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）
中木健二
（チェロ/東京藝術大学准教授）
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）
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）
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。
鈴木康浩
（ヴィオラ/読売日本交響楽団ソロ・ヴィオラ奏者）

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。
〔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

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）

※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 5月のスケジュール
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開演未定
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［水・祝］
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すてきなコンサート〜フルート・ピアノ発表会〜

20 19：00
［金］

開演 ●3,000円
●山中 080-5812-8272

田中準 天野初菜 ジョイントコンサート

［土］

開演 ●一般1,000円
●ピティナおかざき☆きらりステーション 0564-51-0194

［土］

開演 ●一般1,000円
●音楽工房KOMAち 080-5161-4604

［日］

開演 ●3,500円
●ピティナ岡崎支部 090-3954-9847

５

［日］

［日］

月

●関係者のみ
●小畑 090-8498-9458

18：00開演
13：30開演

※4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。

●一般2,000円 学生1,000円
●天野 080-5104-8256

21 13：00

28 14：00

コンサート

●無料
●浅井 090-9179-7585

29 10：00

山中惇史ピアノリサイタル
ピアニスト菅原望によるホールレッスン
うたのコンサート

課題曲公開レッスン
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音楽の素晴らしさを届け、
合唱をする歓びを
たくさんの人と共有したい！

習ったことはないけれど、
本格的な音楽に挑戦したい！
（野本篤さん）

（VOCI

BRILLANTIの皆さん）

！

シビックセンター開館20周年を記念して、岡崎市民のみなさん
から「シビックセンターで叶えたい夢」を募集し一緒に叶える企画
『みんなの夢 叶えます！』を開催しました。選ばれた6組のみなさ
んは、約1年かけて準備・練習を重ね、ついにそれぞれの「夢」を
叶えることができました。
6組の皆さんは、
「夢」を叶えただけでなく、叶える過程で新たな
「夢」に出会い、これからも挑戦しようとしています。

習い始めて8か月とは思えない素晴
らしいテノールを響かせてくれました。

の
に
でる音楽
姉妹で奏 ばあちゃんたち 莉さん）
愛
お
・
ん
で
巳さ
パワー
（平山琴
けたい！
元気を届

仲間の伴奏に支えられ、独学
とは思えないほど伸びやかな
歌声を堂々とホールに響かせ
てくれました。

インターネット
を
出会った仲間 通して
と一緒に
大好きな歌を
歌いたい！
（和出
裕美さん）

会場に駆けつけてくれたおばあちゃん、
オンラインで聴いてくれたおばあちゃん、
そして会場の方に気持ちを込めて演奏
しました。

歌が大好きな
仲
音楽を通して 間と一緒に、
元気や希望を
（長坂桧奈さ
ん）
届けたい！

自分で考えたプログラムを
（鈴木望夢さん）
プロのアーティストに演奏してほしい！
3月10日開催「務川慧悟 ピアノ・リサイタル」
アンコールでリ
クエストから2曲が演奏され、会場から温かい拍手が贈られま
した。務川さんの演奏とお話に夢と勇気をもらったようです。

この「みんなの夢 叶えます！」をもって、岡崎市シビックセンター
開館20周年記念事業が閉幕し、新たに21年目がスタートしました。
市 民 のみなさまが 音 楽をはじめとする文 化 芸 術 に親しみ交 流する
場として、次なる「 夢 」に向かって邁進いたします。引き続きみなさまに
愛される施設づくりを目指してまいりますので、
よろしくお願いいたします！

聴いてくれる方全員に元気が届け
られるように、演出や振り付けなど
様々な工夫を凝らしました。

●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！
『＃名画で学ぶ主婦業』

）
70円oﬀ

ホット、
アイス、
アメリカンに限る

※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

■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
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岡崎市役所

岡崎警察署
イオン岡崎
北駐車場
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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

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：2022年5月1日
（日）
〜5月31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

（

1

八帖

岡崎公園前駅

愛知環状鉄道

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。

至豊田
中岡崎駅

主婦の心の声を名画にの
せてツイートした「＃名画
で学ぶ主婦業」を書籍化。
名画の解説付きで、楽しみ
ながら絵画に親しむことが
できます。名画を介した、
主婦たちの心の叫びをご
覧ください！

ティータイムサービス
14:00〜LAST

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

監修 / 田中久美子

１階 カフェレストラン
「グリーンハウス」

このページを
ご提示いただくと コーヒー

団員全員が同じ気持ちで臨んだ本番の歌声
は、心の奥深くまで響いてきました。感染症対策
のため、公募合唱団との共演はやむなく見送り
ましたが、
改めて共演の場をつくる予定です。

Facebookで

至豊橋

最新情報をチェック！

