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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

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いたします。

シ ビック セン タ ー 主 催 公 演 情 報シ ビック セン タ ー 主 催 公 演 情 報

エキサイティングステージ

ギタリストたちの饗宴
2023年2月5日（日） 15：00開演
出演　鈴木大介、大萩康司、村治奏一、朴葵姫（ギター）
曲目　F.タレガ（サグレラス編） ： アルハンブラの思い出
　　　ラヴェル（スパークス編） ： 亡き王女のためのパヴァーヌ
　　　ビゼー（カネンガイザー編） ： ギター四重奏のためのカルメン組曲より　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

プレミアムコンサートシリーズ

東儀秀樹 with 川井郁子
2023年5月13日（土） 15：00開演
出演　東儀秀樹（篳篥・笙）、川井郁子（ヴァイオリン）、Keiko（ピアノ）
料金　【全席指定】一般4,000円、学生（25歳以下）2,000円 クラ割引

雅楽界のパイオニアとして常に精力的な活動を行う東儀秀樹さんの世
界観を堪能できるコンサート。共演は、世界的音楽家との演奏を重ね作
曲家としても活躍するヴァイオリニストの川井郁子さんです。2人が奏で
る音色で雅楽と西洋音楽のコラボレーションをお楽しみください。

岡崎市出身の辻純佳さんは、「アンサンブル天
下統一 アンサンブル・アカデミー」に参加する
ほか、シビックセンター開館20周年記念公演で
は主要メンバーのひとりとして出演するなど、当
館とはご縁のあるヴァイオリニストです。現在は、
東京藝術大学大学院に通う傍ら、日本を代表す
るオーケストラ読売日本交響楽団での客演をは
じめ、多方面で活躍されています。音楽界に羽
ばたいていく辻さんの、輝きを放つ演奏にご期
待ください。

Ⓒkno jungⒸkno jung

ⒸAyane ShindoⒸAyane Shindo

ⒸSatoshi OonoⒸSatoshi OonoⒸSHIMON SEKIYAⒸSHIMON SEKIYAⒸOrie MiyajimaⒸOrie Miyajima

Ⓒ新津保建秀Ⓒ新津保建秀ⒸShinichiro SaigoⒸShinichiro SaigoⒸAyane ShindoⒸAyane ShindoⒸYoshinobu FukayaⒸYoshinobu Fukaya

ようこそコロネットシリーズ

ザ・家康クラシック ～花のお江戸のクラシックin岡崎～
　『六段』とバッハ　時代をつなぐ「弦」と「響」

2023年3月5日（日） 15：00開演
出演　新倉瞳（チェロ）、中島裕康（箏、十七絃）、高橋多佳子（ピアノ）
　　　浦久俊彦（ナビゲーター）
曲目　八橋検校 ： 六段の調（中島）
　　　J.S.バッハ ： 無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007よりプレリュード（新倉）
　　　岩代太郎 ： Time of destiny（NHK大河ドラマ「葵 徳川三代」テーマ音楽）

 （箏・チェロ・ピアノによるトリオ版）　　　　　　　　　　　ほか
料金　【全席指定】一般3,000円、学生（25歳以下）1,500円 クラ割引

ようこそコロネットシリーズ

幸田浩子＆福井敬　デュオ・リサイタル
2023年2月18日（土） 15：00開演
出演　幸田浩子（ソプラノ）、福井敬（テノール）、谷池重紬子（ピアノ）
曲目　滝廉太郎 ： 荒城の月
　　　中田章 ： 早春賦
　　　プッチーニ ： 歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」
　　　ヴェルディ ： 歌劇『椿姫』より「乾杯の歌」、「なんて青ざめて！」　ほか
料金　【全席指定】一般4,500円、学生（25歳以下）2,000円 クラ割引

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、残席がある場合のみ2月19日（日）9：00から。

●クラシック会員：2月4日（土）
●ベーシック会員：2月11日（土）
●一般　　　　：2月18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：2月11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。

会員先行期間中も
窓口・お電話でご予約承ります。

ギター・アンサンブルで聴く古今東西の名曲の数々

次世代育成プロジェクト　未来の音楽家シリーズ

辻純佳　ヴァイオリン・リサイタル
2023年3月1日（水） 18：30開演
出演　辻純佳（ヴァイオリン）、河尻広之（ピアノ）
曲目　フォーレ ： シシリエンヌ ト短調
　　　イザイ ： 悲劇的な詩 Op. 12
　　　フランク ： ヴァイオリン・ソナタ イ長調　ほか
料金　【全席指定】会員 ・ 一般共通1,000円

“繋がり”をテーマに選曲したプログラムを披露 家康公の築いた「江戸時代」をキーに邦楽と西洋音楽の魅力に迫る

美しく可憐な高音と輝かしい光を放つ歌声で愉しむオペラの名曲と日本歌曲

ⒸAyako YamamotoⒸAyako Yamamoto

ホームページにて
鈴木大介さんからの
メッセージ公開中 ！



14：00開演23
［木・祝］

天野知実ソプラノリサイタル ～Luce～
●一般2,500円、中学生以下1000円、3歳以下無料（要整理券）
●天野知実リサイタル制作委員会 070-8481-0739

15：00開演5
［日］

ギタリストたちの饗宴
●全席指定　一般3,500円、学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

15：00開演18
［土］

幸田浩子＆福井敬　デュオ・リサイタル
●全席指定　一般4,500円、学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

19：00開始22
［水］

西野亮廣講演会 in 岡崎
●SS席6,600円（完売）、S席4,800円、A席3,500円
●デザイン事務所アイデア 050-3707-5511

14：00開演11
［土］

愛知学泉短期大学　ファッションショー
●要整理券
●長谷川 0564-34-1212

10：00開演12
［日］

井田ふれあいコンサート
●関係者のみ
●井田パパさんコーラス隊 080-5163-2488

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！

お姫さま21人に関するエピ
ソードとゆかりのあるお菓
子のレシピが紹介されてい
ます。お姫さま好きにはも
ちろん、お菓子作り、または
世界史に興味のある方にお
すすめです。

著 /今田美奈子　絵 /牧野鈴子

■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

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　

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

4階　コンサートホール

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。
● オンライン決算　　● 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。

２月  コ ロ ネットカレン ダー

●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。
●終演後は、速やかな退館にご協力ください。

ご来館されるお客様へ

『お姫さまお菓子物語』

※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。

ジュニア・アートプロデューサーとは？
岡崎市内在住・在学の小学5～中学2年生の8人が、様々
な経験を積みながら、ひとつのコンサートを創り上げてい
く企画です。テーマやプログラム決めからチラシデザイン
の考案、更には広報・宣伝や接客にも挑戦します。「コン
サートがどうやってつくられるか？」を知るだけでなく、演
奏家やスタッフと共に実際に考え、行動することで、より
創造的な体験をすることを目指しています。

コンサートの核となるテーマ決め。みんなの伝えたい
思いをいくつも付箋に書き出し、話し合いました。

みんなの思いをのせたコンサートプログラムが完成！
さあ、どんなチラシデザインにしようかな？

ゆめいろ音楽会 ～個性あふれるコンサート～
2023年3月21日（火・祝） 14：00開演
曲目　岡野貞一 ： ふるさと
　　　アメリカ民謡 ： 幸せなら手をたたこう
　　　プッチーニ ： 歌劇『ジャンニ・スキッキ』より

「わたしの愛しいお父さま」
　　　ONEteamスペシャルメドレー♪　ほか
　　　★ボディーパーカッションや手話も登場するよ ！ ★
料金　無料（事前申込）
チケット申込　2月4日（土）9：00～

伴 真由子（ソプラノ）伴 真由子（ソプラノ） 近藤幹夫（マリンバ）近藤幹夫（マリンバ） 金沢あきな（ピアノ）金沢あきな（ピアノ） 美郷（パーカッション）美郷（パーカッション）

2023年3月25日（土） 11：00～15：30（開場・受付は各コーナー15分前から）
入場無料（一部事前申込制/2月13日（月）9：00～申込受付開始） 
※詳細はチラシをご覧ください。

ONE teamが贈る
岡崎ジュニア・アートプ

ロデューサーズ

　　　　　　　　ON
E teamが企画しまし

た！

当日のご来場

 お
待ちして

　

　 お
ります♪

シビック スプリングフェスタ
～届けよう言葉！奏でよう音楽！～
シビック スプリングフェスタ
～届けよう言葉！奏でよう音楽！～

ファミリーコンサート♪
11:00～11:30
うたのおにいさん、おねえさんと
わくわく楽しいコンサート♪

3階　第1講習室

コミュニケーション上手になろう！
12:00～12:45（対象：小学生）
14:30～15:30（対象：中学生以上）
人前で自信を持って話せるようになりたい方、
相手にわかりやすく話を伝えたい方にぴったり ！

3階　第2・3講習室

楽しく学ぼう！
日本手話
11:00～12:00/13:00～14:00

2階　ロビー

うたとことばで
たのしむ
おはなし会
11:45～/14:00～

1階　ロビー

音とリズム
であそぼう！

交流広場 美味しいキッチンカーもくるよ！

VOCI BRILLANTI
合唱ステージ
14:30～15:30
延期となった2021年度企画「み
んなの夢 叶えます！」のステージ
を、公募で集まった市民の皆さん
と一緒にお届けします。


