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CONCERT

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

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。

　レジデントとは、ある特定の施設を拠点に活動する団体や個人に使われ
る言葉です。アンサンブル天下統一は岡崎市シビックセンターを拠点にす
るレジデント・アンサンブルとして、2014年に結成しました。当初から掲
げるモットー“岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝える”を実現するた
めに、様々な活動を展開しています。アンサンブル天下統一が具体的にど
んな活動をしているのか、改めてご紹介します！

　国内外の著名アーティストをゲストに招きながら、柔軟に形態を
変えて室内楽の多彩な魅力を伝えています。本番前の数日間、ホー
ルで集中的なリハーサルを重ね、その時々のメンバーとコロネットの
響きのなかで理想の音楽を追求します。そして迎える本番、お客様
との一期一会の時間を大切にしながら、最高の演奏をお届けします。
　今年6月5日に開催した「アンサンブル天下統一2022」公演では、
3人のゲストを交え、圧巻のアンサンブルで魅了しました。

アンサンブル天下統一
レジデント・アンサンブルとして
こんな活動をしています！
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演奏会 活動

チャイコフスキー「フィレンツェの思い出」を熱演!!（2022年）チャイコフスキー「フィレンツェの思い出」を熱演!!（2022年）巨匠ドゥヴァイヨンとの共演（2021年）巨匠ドゥヴァイヨンとの共演（2021年）

中学生にレッスン（2021年）中学生にレッスン（2021年）小学校にアウトリーチ（2015年）小学校にアウトリーチ（2015年）

〈アンサンブル天下統一　プロフィール〉
岡崎市出身のチェリスト中木健二と、読売日本交響楽団コンサートマスターの長原幸太、
同楽団ソロ・ヴィオラ奏者の鈴木康浩の3人をメンバーとする弦楽アンサンブル。弦楽三
重奏をコアに、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届け
られるのが大きな特徴です。

CULTURE
　岡崎発信で年末の風物詩を創
り上げようと、今年より新たな活
動が始まります！コンサートの前
半は、地元で活躍する合唱団と
の共演でモーツァルト「アヴェ・
ヴェルム・コルプス」をお届けし、
コロネットを天上の響きで満たします。そして後半は、2019年の演
奏が大きな反響を呼んだ、J.S.バッハの大作「ゴルトベルク変奏
曲」を再演！アンサンブル天下統一のコアである弦楽三重奏の魅力
がご堪能いただけます。

新しい文化の創造

ACADEMY
　インターネットやテレビで聴く音楽ではなく、生の音楽を体験して
ほしいという想いから、市内の小中学生を対象にアウトリーチ活動
や中学校オーケストラ部へのレッスンなどを行ってきました。昨年か
らは、全国から集まる将来有望な若手演奏家たちとアンサンブルの
楽しさ・音楽の素晴らしさを分かち合う「アンサンブル・アカデ
ミー」も開始し、ますます活動の場を拡げています。

後 進の育成

ⒸノザワヒロミチⒸノザワヒロミチ

クラ割引

2022年12月3日（土）　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）〕
　　　VOCI　BRILLANTI（女声合唱団/指導：白鳥清子）
曲目　モーツァルト：アヴェ・ヴェルム・コルプス K. 618
　　　J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲 ト長調 BWV988
料金　【全席指定】 一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円

アンサンブル天下統一　ゴルトベルク変奏曲公演情報

チケット発売日

ジュニアシートのご案内

※各日、朝9：00から発売開始。
※一般の方の電話予約は8月21日（日）9：00から。

●クラシック会員：8月6日（土）
●ベーシック会員：8月13日（土）
●一般　　　　：8月20日（土）

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：8月13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。

2022年8月13日（土）　14：00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）〕
　　　アンサンブル・アカデミー受講生
料金　【全席自由】 一般1,000円、学生（25歳以下）500円

 アンサンブル天下統一
アンサンブル・アカデミーコンサート公演情報 好評発売中



好 評 発 売 中 のコン サ ート 情 報好 評 発 売 中 のコン サ ート 情 報

13：00開演6
［土］

磯貝・山本音楽教室発表会
●無料
●磯貝 090-4262-7644

14：00開演13
［土］

アンサンブル天下統一　アンサンブル・アカデミーコンサート
●全席自由　一般1,000円、学生500円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

12：30開演3
［水］

きらめき音楽祭　三河地区　First Stage
●関係者のみ
●きらめき音楽祭（成田） 090-3835-1804

13：30開始2
［火］

三河教育研究会音楽部会　夏季研修会
●関係者のみ
●三河教育研究会音楽部 090-3459-3488

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！

フランスのロワール川流域に
は、100近くの名城が現存。
世界遺産にも登録されている
美しい風景の地域です。海外
には足を延ばせなくても、お
うちで冷たい飲み物片手に
「古城めぐり」はいかが？

著 /ジャン＝マリー・ペルーズ・ド・モンクロ
訳監 /鈴木亨

■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

『ロワール古城紀行』

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！

お問合せ 岡崎市シビックセンター
〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15番地
TEL.0564-72-5111　FAX.0564-72-5110　

●館内入り口での検温、手指消毒にご協力ください。
●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、３密（密集・密接・密閉）の回避、原則マスクの着用をお願いいたします。
●利用後は、速やかな退館にご協力ください。

チケット予約・購入方法のご案内

WEB

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。

※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

●お近くのセブン-イレブン（コンビニエンスストア）店頭  ※手数料がかかります。
●岡崎市シビックセンター総合案内

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）

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。

19：00開演14
［日］

アカペラ・アンサンブル「響―Resonance」
●全席自由　3,000円
●竹内 0564-62-9524

14：00開演21
［日］

GALA祝典GARA競演Concert～近藤惠子と共に歌の世界へ～
●関係者のみ
●廣 090-5109-9860

8 月  コ ロ ネットカレン ダー ※7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。

ご来館されるお客様へ

ⒸAgnete SchlichtkrullⒸAgnete Schlichtkrull

NAOTONAOTO

加藤 昌則加藤 昌則

山本 葵山本 葵

榊原大榊原大 クレメンス・ハーゲンクレメンス・ハーゲン

挾間 美帆挾間 美帆

ユリア・ハーゲンユリア・ハーゲン

デンマークラジオ・ビッグバンドデンマークラジオ・ビッグバンド

2022年11月22日（火）　12：30開演
出演　レミ・ジュニエ（ピアノ）
曲目　ショパン：バラード 第4番 ヘ短調 Op. 52
　　　ラヴェル：クープランの墓　ほか
料金　【全席指定】1,500円
発売日　8月20日（土）9：00～
　　　　※電話予約は翌日より承ります。

コロネット ランチタイムコンサート

レミ・ジュニエ ピアノ・リサイタル

日時　2022年9月11日（日）
　　　15：00開演
料金　【全席指定】一般3,500円、
　　　学生（25歳以下）2,000円

 ようこそコロネットシリーズ

NAOTOアコースティック・コンサート with 榊原大

史上最年少でボンの国際ベートーヴェン・ピアノ・コンクールで入賞、さらに2013年のエリ
ザベート王妃国際音楽コンクールで20歳という若さで第2位に輝いたレミ・ジュニエが東
海地方に初登場します。同世代中、最も卓越したピアニストのひとりとして急速にその存
在感を際立たせているフランスの若き俊英による演奏をお聴き逃しなく！ 

メディア出演多数！華麗なパフォー
マンスで人気を博す唯一無二の
ヴァイオリニスト。

愛知県警察音楽隊によるコンサートです。公演中に地震発生を想定
した避難訓練を同時実施いたします。コンサートの開催中、突然地震
が起こったらどうすればよいか、災害時の行動を体験いただけます。

2022年9月8日（木）　14：00開演
出演　愛知県警察音楽隊
参加方法　往復はがきの往信裏面に①郵便番号②住所③氏名（フリガナ）
　　　　　④電話番号⑤参加希望人数（2人まで）を記入して、
　　　　　シビックセンター「避難訓練コンサート係」までお送りください。
申込締切　2022年8月25日（木）必着
※お申込み多数の場合は抽選となります。当選はがきをお持ちの方のみご入場いただけます。
※座席の指定はできません。　※その他、公演の詳細・注意事項はHPをご確認ください。

避難訓練コンサート

残席わずか

クラ割引

プレミアムコンサートシリーズ

クレメンス・ハーゲン×ユリア・ハーゲン デュオ・コンサート

ようこそコロネットシリーズ

JUST 2 HOURS!! 新体感！バレエ音楽の世界
エキサイティングステージ

挾間美帆＆デンマークラジオ・ビッグバンド

日時　2022年11月6日（日）
　　　15：00開演
料金　【全席指定】一般3,000円、
　　　学生（25歳以下）1,500円

〔助成〕芸術文化振興基金

お話と演奏、バレエの実演を交え
て、これまでにない新しい音楽体験
を提供するコンサート。

クラ割引

日時　2022年10月2日（日）
　　　15：00開演
料金　【全席指定】一般5,000円、
　　　学生（25歳以下）2,000円

2本のチェロが創り出す美しく豊か
な響きと旋律を、親子ならではの息
の合った演奏でお届けします。

クラ割引

日時　2022年11月19日（土）
　　　15：00開演
料金　【全席指定】一般5,000円、
　　　学生（25歳以下）2,000円

グラミー賞ノミネートの挾間美帆と
名門ビッグバンドが岡崎公演だけ
の特別プログラムを披露！

クラ割引吉留諒、飯塚絵莉吉留諒、飯塚絵莉

ⒸJean-Baptiste MillotⒸJean-Baptiste Millot


