
世界的チェロ奏者クレメンス・ハーゲンの才能を受け継いだチェロ界の新星
ユリア・ハーゲン チェロ・リサイタル

―2021年3月19日金 11：00開演
―一般 2,000円
―
―ユリア･ハーゲン（チェロ）
　新居由佳梨（ピアノ）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ11月7日土 シビ11月14日土 一般11月21日土

クラ割引

カタツムリに似た楽器「ホルン」が主役のプログラム。金管五重奏とホルンの響きにうっとり・・・
ズーラシアンブラス「音楽の絵本」 エスカルゴ

―6月27日土 15：00開演
―おとな（高校生以上） 2,500円
　こども（3歳以上） 1,000円
―
―ズーラシアンブラス
　弦うさぎベス

日　時
チケット

発売日
出　演

クラ3月7日土 シビ3月14日土 一般 3月21日土

クラ割引

ジャンルを跨ぎスタイリッシュに表現する唯一無二のヴァイオリニスト
ＮＡＯＴＯ アコースティック・コンサート

―2021年2月7日日 15：00開演
―一般 3,500円・学生 2,000円
―
―NAOTO（ヴァイオリン）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ10月3日土 シビ10月10日土 一般 10月17日土

ベートーヴェン生誕250周年にお届けする渾身のオールベートーヴェン・プログラム
ゲルハルト・オピッツ ピアノ・リサイタル

クラ割引

―12月20日日 15：00開演
―一般 5,000円・学生 2,000円
―
―ゲルハルト・オピッツ（ピアノ）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ8月1日土 シビ8月8日土 一般 8月15日土

岡崎市シビックセンター2020年4月～
2021年3月

ようこそコロネットシリーズ

クローズアップおかざき プレミアムコンサートシリーズ

©HT／PCM

公演ラインナップ

ようこそコロネットシリーズ ようこそコロネットシリーズ

エキサイティングシリーズ

プレミアムランチコンサート

プレミアムコンサートシリーズ

エキサイティングシリーズこどものためのシリーズ

プレミアムコンサートシリーズ

アンサンブル天下統一2020
アンサンブル天下統一で聴く三重奏と六重奏の贅沢なプログラム

―6月7日日 15：00開演
―一般 3,500円・学生 2,000円
―
―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）、川口尭史（ヴァイオリン）
　山本周（ヴィオラ）、泉優志（チェロ）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ割引

クラ3月7日土 シビ3月14日土 一般 3月21日土

©Mirco Magliocca

宮田まゆみ 雅楽の調べ
東洋の伝統楽器「笙」を国際的に広めた第一人者による日本の伝統音楽雅楽

―7月5日日 15：00開演
―一般 3,500円・学生 2,000円
―
―宮田まゆみ（笙）、中村仁美（篳篥）
　八木千暁（龍笛）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ割引

クラ4月4日土 シビ4月11日土 一般 4月18日土

森麻季＆林美智子 デュオ・リサイタル
華麗で艶やかなふたりのディーヴァが優美な歌声で魅了する至極のデュオ

―2021年3月14日日 15：00開演
―一般 4,500円・学生 2,000円
―
―森麻季（ソプラノ）、林美智子（メゾ・ソプラノ）
　山岸茂人（ピアノ）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ割引

クラ11月7日土 シビ11月14日土 一般11月21日土

ギタリストたちの饗宴
ギター界の俊英が集結！ギターの魅力満載のスペシャルコンサート

―2021年1月31日日 15：00開演
―一般 3,500円・学生 2,000円
―
―鈴木大介、大萩康司、村治奏一（ギター）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ割引

クラ9月5日土 シビ9月12日土 一般 9月19日土

ネマニャ・ラドゥロヴィチ＆フレンズ 〈悪魔のトリル〉
圧倒的なパフォーマンスと独創性溢れる圧巻の情熱ライヴ

―11月8日日 15：00開演
―一般 5,000円・学生 3,000円
―
―ネマニャ・ラドゥロヴィチ(ソロ・ヴァイオリン)
　フレンズ(弦楽五重奏)

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ割引

クラ7月4日土 シビ7月11日土 一般 7月18日土

この2人だから生みだせる
相性抜群なオーボエとギターの“新しい音楽”

古部賢一＆鈴木大介 オーボエ・ギター デュオ・コンサート

―10月31日土 15：00開演
―一般 1,500円・学生 500円
―
―古部賢一（オーボエ）、鈴木大介（ギター）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ6月6日土シビ6月13日土 一般 6月20日土

クラ割引

トッププレイヤーたちが繰り広げる金管楽器の美しい響きと極上のハーモニー
タルケヴィ×ヴォイタ×ミリシェー ブラス・トリオ

―11月21日土 15：00開演
―一般 4,000円・学生 2,000円
―
―ガボール・タルケヴィ（トランペット）
　プジェミスル・ヴォイタ（ホルン）
　ファブリス・ミリシェー（トロンボーン）

日　時
チケット
発売日
出　演

クラ7月4日土 シビ7月11日土 一般 7月18日土
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クラ クラシック会員 シビ シビコロ会員 一般 一般発売の略称です。クラ割引 クラシック会員は10％割引

三井住友海上文化財団ときめくひととき公演

©Yuji Hori ©Toru Hiraiwa

岡崎市シビックセンター
TEL.0564-72-5111 FAX.0564-72-5110（9:00～20:00）

〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地
JR岡崎駅東口より徒歩7分
httpｓ://www.civic.okazaki.aichi.jp/
〈指定管理者〉
SPS・トーエネック・ピーアンドピー共同事業体

※公演内容は一部変更になる場合がございます。ご了承ください。 ※全公演全席指定です。 ※2020年の公演チケットからインターネット購入が可能になります。

お問合せお問合せ



大きくて広い空の下、音楽にダンスに手作り体験、
こどもも大人も思い思いに楽しめるイベントを開催します。

※公演内容は一部変更になる場合がございます。 ご了承ください。

地域の季節の風物詩

交流広場イベント

未来を担うこどもたちのための音楽鑑賞シート
生活の中にクラシック音楽を取り入れてもらい、若い世代にもっと気軽にクラ
シック音楽に親しんでもらうため、子ども・青少年のために音楽を聴く機会を
ご用意しています。コンサートホールコロネットで、本物の音楽に出会う素敵
な音楽体験をしてください。 ※詳しくはホームページをご覧ください。

ジュニアシート キャンパスシート

対
象

対象公演に2名様ご招待！！（応募者多数の場合は抽選）
保護者1名様には、通常価格の10％引きで
お席をご用意します。
ぜひご一緒にご鑑賞ください。

小・中学生 対
象

当日券を特別価格1,000円で販売！！（当日券がある場合のみ）

25歳以下の学生 シビックセンター主催公演が
対象となります。

平日の昼間に気軽に聴ける1時間のトーク付コンサート

―年3回日 程 会  場―コンサートホールコロネット

―1階ロビー会  場 入場無料

コロネットランチタイムコンサートコロネットランチタイムコンサート

将来有望な音楽家を紹介し、演奏家と聴衆が出会うコンサート

―2021年3月日 程 会  場―コンサートホールコロネット

会  場―岡崎市シビックセンター内

次世代育成プロジェクト次世代育成プロジェクト
四季折々に誰もが気軽に音楽を楽しめるコンサート

―7月7日火、10月2日金、12月25日金、2021年3月3日水
―12：30～13：00

日 程
時  間

シビックロビーコンサートシビックロビーコンサート

市民の皆様とともにつくる、“音楽を楽しむフェスティバル”です。

日 程 会  場

コロネット市民音楽
フェスティバル2020
コロネット市民音楽
フェスティバル2020

“西洋音楽”と“岡崎”を楽しむ音楽講座

―5月23日土、10月10日土、2021年2月13日土
―リハーサル室第2

日 程
会  場 お 話―松本大輔

みんなの音楽学校みんなの音楽学校

アンサンブル天下統一によるアンサンブルに特化したマスタークラス

―8月日 程

アンサンブル天下統一
アンサンブル・アカデミー

アンサンブル天下統一
アンサンブル・アカデミー

―9月23日水～9月29日火 ―コンサートホールコロネット

花植え
（年3回予定）

気軽に音楽を楽しむ 音楽に親しみ交流する

冬

夏春

秋

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

《岡崎市内のアクセス》
●JR岡崎駅東口より徒歩7分
●名鉄東岡崎駅より名鉄バス3番のりば
　「岡崎駅前」行き乗車「岡崎市シビックセンター」下車

《名古屋からのアクセス》
●JR名古屋駅からJR岡崎駅まで約27分→
　ＪＲ岡崎駅東口より徒歩7分
●名鉄名古屋駅から名鉄東岡崎駅まで約29分→
　名鉄東岡崎駅より
　名鉄バス「岡崎市シビックセンター」下車

《お車でのアクセス》
●東名高速岡崎インターより車で20分

無料駐車場完備無料駐車場完備
駐車場は日にち、曜日によっては混み合うこともございます。
なるべく公共交通機関をご利用頂くか乗り合わせでの

ご来館をお願いいたします。


