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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

※公演によっては取扱のない場合がございます。※営業時間は各プレイガイドで異なります。主催公演のチケットの主な取扱場所
岡崎市シビックセンター　1階総合案内　窓口販売
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※お支払いは現金のみ。

岡崎市シビックセンター　電話予約 TEL.0564-72-5111
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※電話予約受付は発売日の翌日から

シビックセンター主催公演・イベント情報シビックセンター主催公演・イベント情報

コンサートホール コロネット スケジュールは裏面へ

チケットぴあ
TEL.0570-02-9999

ローソンチケット
TEL.0570-084-004

ツルタ楽器岡崎店
TEL.0564-53-8950
岡崎市羽根町字若宮24-3ミニストップでも購入可セブン-イレブン、ファミリーマートでも購入可

芸文プレイガイド
TEL.052-972-0430
愛知芸術文化センター地下2階

名鉄ホールチケットセンター
TEL.052-561-7755
名鉄百貨店本館10階

出演：ベルリン・フィルハーモニー ピアノ四重奏団
　　　〔アンドレアス・ブシャッツ（ヴァイオリン）、マシュー・ハンター（ヴィオラ）、
　　　クヌート・ウェーバー（チェロ）、マルクス・グロー（ピアノ）〕
曲目：エルフマン：ピアノ四重奏曲、シューマン：ピアノ四重奏曲 変ホ長調 Op.47
　　　ブラームス：ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 Op.25
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般5,000円、学生（25歳以下）3,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

9月21日（土）一般発売 ベルリン・フィルの公式アンサンブルピアノ四重奏団が来岡

2020年1月26日（日）15:00開演（14:30開場）

プレミアムコンサートシリーズ

ベルリン・フィルハーモニー ピアノ四重奏団
世界最高峰のオーケストラの
ひとつベルリン・フィルの伝統
ある公式室内楽アンサンブル
がコロネットに登場！2018年
春の全米ツアーで大絶賛を博
した演奏を、お聴き逃しなく。

“若手筝奏者”として初めて「出光音楽賞」を受賞した
片岡リサがコロネットに初登場！
※電話予約は9月1日（日）9：00より承ります。

曲目：G.F.ヘンデル/ハープ協奏曲 変ロ長調 Op.4-6 第1楽章
　　　C.ドビュッシー/前奏曲 第1番 第8曲「亜麻色の髪の乙女」　他
会場：リハーサル室第2（3階）　　料金：全席自由 500円　定員40名

好評発売中 岡崎から世界へ！フレッシュな音楽家をご紹介

2019年11月9日（土）11:30開演（11:15開場）

次世代育成プロジェクト～未来の音楽家シリーズ～
第２回　太田 咲耶（ハープ）

出演：ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）、福田進一（ギター）
曲目：パガニーニ/協奏的ソナタ イ長調
　　　サラサーテ（福田進一編）/カルメン幻想曲 Op. 25　他
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般4,500円、学生（25歳以下）2,000円
※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評発売中 2大巨匠が紡ぎ出すアンサンブルの妙

2019年10月27日（日）15:00開演（14:30開場）

プレミアムコンサートシリーズ

ライナー・キュッヒル＆福田進一
ヴァイオリンとギターによるデュオ・コンサート

出演：IL DEVU 〔望月哲也（テノール）、大槻孝志（テノール）、青山貴（バリトン）
山下浩司（バスバリトン）、河原忠之（ピアノ）〕

曲目：春に（谷川俊太郎詩／木下牧子作曲・編曲）、時代（中島みゆき詞・曲／信長貴富編曲） 他
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般4,000円、学生（25歳以下）2,000円

好評発売中 主役級オペラ歌手4人＋大人気ピアニスト＝虜になる人続出中!?

2019年11月30日（土）15:00開演（14:30開場）

ようこそコロネットシリーズ

IL DEVU（イル・デーヴ）コンサート

ⒸTakanori IshiiⒸTakanori Ishii

出演：山中惇史（ピアノ）、住谷美帆（サクソフォン）
曲目： J.S.バッハ/G線上のアリア
　　　ミヨー/スカラムーシュ op.165c
　　　ビゼー（山中惇史編）/カルメン・ファンタジー for サクソフォン　他
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 2,500円　　　　助成：芸術文化振興基金
※公演内容については一部変更になる場合がございます。※未就学児の入場はご遠慮ください。

好評発売中 大いなる可能性を秘めた若手演奏家デュオ

2019年11月17日（日）
15:00開演（14:30開場）

クローズアップおかざき

山中惇史＆住谷美帆 デュオ・リサイタル

出演：小澤佳永（ピアノ）、小林壱成（ヴァイオリン）
曲目：リスト/巡礼の年 第1年｢スイス｣よりオーベルマンの谷、
　　　R.シュトラウス/ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調 Op.18　他

好評発売中 平日の昼間に上質なクラシックが楽しめる

2019年9月30日（月）

コロネット ランチタイムコンサート

ⒸStephan RöhlⒸStephan Röhl

Ⓒ井村重人Ⓒ井村重人

聴講受付中　※入場無料。整理券配布中。詳細はシビックセンターHP、公演チラシをご確認ください。
特別公開レッスン「ライナー・キュッヒル マスタークラス」2019年10月26日（土）15:00開講

クローズアップおかざき
小澤佳永 ＆ 小林壱成
音楽が誘う美しき甘美なる世界

出演：片岡リサ（筝）、長谷川将山（尺八）

8月31日（土）発売 平日の昼間に気軽に聴ける１時間

2019年11月27日（水）
片岡リサ 筝リサイタル～邦楽の音色で彩る秋の一日～

※詳しい応募方法は、シビコロ会DMの「先行予約のご案内」をご覧ください。
シビコロ会員 9月の先行予約　受付締切 9月12日（木）必着

※未就学児の入場はご遠慮ください。※時間・料金・会場情報は各回共通

時間：11：30～12：30（11：00開場）
会場：コンサートホール　コロネット

料金：全席自由　1,000円



※8月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 9月のスケジュール

Facebookで最新情報をチェック！
たくさんの「いいね！」お待ちしています。

岡崎市シビックセンター岡崎市シビックセンター TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地
TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/https://www.civic.okazaki.aichi.jp/ホームページホームページ

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！

さけの塩焼き、ほたて
のソテー。おいしく料
理されたのは、どの部
分なのでしょうか？
生きた姿もさばかれた
姿も描かれ、生き物の
簡単な紹介もあり、見
ても読んでも楽しめる
絵本です。

長嶋祐成 /え・ぶん

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■９月の休室日：2日（月）、9日（月）、16日（月）、17日（火）、

23日（月）、24日（火）、30日（月）
■休室日：月曜日、祝日の翌日
■お話と紙芝居の会：毎週火曜日16:00～ 毎週日曜日15:00～
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

『きりみ』

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

1階総合案内（チケット販売・施設貸出業務）9:00～20:00
休館日：年末年始（12月29日～1月3日)
※その他保守点検などで臨時休館する場合がございます。
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※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。

シビックセンター

セプテンバー
ジャズナイト

シビックセンター

セプテンバー
ジャズナイト

花植え花植え

19：30開演1
［日］

現代音楽って何？
●一般2,000円　学生1,500円
●藤田 090-1419-5612

13：30開演14
［土］

中尾音楽教室第21回発表演奏会
●無料
●中尾 0564-54-6134

14：00開演21
［土］

第3回ふれ愛コンサート～あなたと結ぶ心の歌～
●一般500円　高校生以下無料
●岡崎フロイデ男声合唱団 090-6365-3181

14：00開演23
［月・祝］

Brass Rubato(ブラス・ルバート)
～金管楽器の調べ～
●無料　※要整理券　※未就学児入場可
●嶋田 090-5622-2889

11：30開演30
［月］

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
小澤佳永＆小林壱成 音楽が誘う美しき甘美なる世界
●全席自由　1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-511114：00開演24

［火］

岸辺のカエル ハーモニカコンサート
～みんなで歌える懐かしのメロディー～
●無料　※要整理券　※未就学児入場可
●岸 090-7696-3092

14：00開演25
［水］

日本抒情歌のひととき
●500円　※未就学児入場可
●野中 0564-52-7420

14：30開演28
［土］

Soundscape Electone Concert Autumn 2019
●無料　※要整理券　※未就学児入場可
●後藤 090-6104-1334・E-mail：takuya.g.sp@gmail.com

14：00開演29
［日］

実りの秋、芸術の秋 アンサンブルの秋
●無料　※要整理券　※未就学児入場不可
●福永 090-1158-5263

18：00開演27
［金］

ガッキーとゆかいな音楽仲間コンサート
～わくわくガッキースクールへようこそ！～
●500円
　※大人ひとりにつき3才未満1名まで膝上鑑賞無料。席が必要な場合はチケット要
●仲川 090-3937-1367

14：00開演26
［木］

音楽物語“蜘蛛の糸”
～クラリネットとピアノとうたのコンサート～
●800円　※未就学児入場可（無料、親子室利用）
　※身障者手帳をお持ちで鑑賞希望の方は、三輪までご連絡ください。
●三輪 080-5161-460410：00

13：30開演
16：45

15
［日］

TMF合同発表会
●無料
●株式会社ツルタ楽器岡崎店 0564-53-8950

10：00
14：30開演16

［月・祝］

TMF合同発表会
●無料
●株式会社ツルタ楽器岡崎店 0564-53-8950

日時：2019年10月26日（土）11:00～12:10（休憩なし）
会場：シビックセンター3階　リハーサル室第2
講師：松本大輔
ゲスト講師：岡崎市社会文化部国際課 五十嵐千草
料金：全席自由 500円　定員40名
※内容については、一部変更される場合があります。※未就学児の入場はご遠慮ください。

日時：2019年10月10日（木）12：30～13：00
出演：杉浦孝治（テノール）、中根明日香（ソプラノ）、安藤千紗都（ピアノ）
曲目：ふるさとの四季、歌劇《椿姫》より「乾杯の歌」ほか

好評発売中 岡崎で感じる！北欧都市の魅力と音楽家
秋の夜を彩るジャズライブ

シビック秋フェス2019
～つくる？きく？たべる？～
シビック秋フェス2019
～つくる？きく？たべる？～ みんなの音楽学校～西洋音楽×岡崎～みんなの音楽学校～西洋音楽×岡崎～

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

■営 業 時 間：8:30～17:00（L.O.16:30）
■定 休 日：年中無休（シビックセンターの休館日に準ずる）
■お問合せ先：TEL 0564-58-1010

有効期限：2019年9月1日（日）～30日（月） ※ご注文時にご提示ください。

9月2日 14:30閉店（L.O.14:00）

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、

グリーンハウスランチ
980円（税込1,058円）
サラダ＋スープ＋
メインディッシュ＋
ライス＋ドリンク

第3回 西洋音楽 × 都市交流

交流広場のおしらせ

日時：2019年9月6日（金） 18：30開演
会場：シビックセンター交流広場 特設ステージ
出演：菅沼直（Pf.）、今岡友美（Vo.）、
　　　MASAX（Sax.、Vo.）、近藤万里子（Tp.）、
　　　神谷邦彦（Dr.）、野本謙之（Ba.）
※軽食・ドリンクの出店もあります（有料）
※雨天時はコンサートホールにて実施予定
　（詳細はHPにて当日正午までにお知らせします）

※写真はイメージです。

日時：2019年10月19日（土）10：30～15：00
会場：シビックセンター館内＆交流広場
　　　※雨天時は館内で開催

日時：2019年9月8日（日） 9：30～
場所：シビックセンター 交流広場

入場
無料

今年もやります！こどもも大人も楽しめる
秋の広場イベント。お気軽にご来場ください！

日本の歌とオペラはいかが？
～お昼にちょっぴり特別なひとときを～
日本の歌とオペラはいかが？
～お昼にちょっぴり特別なひとときを～

シビックロビー
コンサートvol.18 入場無料

事前申込不要。どなたでもご参
加いただけます。初めての方も大
歓迎です！当日9：30までに交流
広場へお越しください。


