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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 コンサートホール コロネット スケジュールは裏面へ

「シビックセンター主催公演20周年ラインナップ」を発行しました。
今まで親しんでいただいた皆様とともにあゆんだ20年間を振り返り、これまでの感謝とこの先の未来への希望を込めた
公演ラインナップの紹介と、当館にゆかりのあるアーティストからのメッセージを掲載しています。ぜひQRコードよりご覧ください。

響きが素晴らしいホールの「お気に入りの席」で「お得」にコンサートを
お楽しみいただけるセット券を今年も発売します！
7公演セット券は皆様が新たな音楽に出会うお手伝いをします！
※対象となる公演は、右側の表をご確認ください。

※現在、全公演応募受付中！申込締切は、各公演一般発売日の1週間前です。
※応募方法など、詳細はホームページをご確認ください。　※対象となる公演は、右側の表をご確認ください。
〔各公演共通項目〕 ※開場時間は、開演の30分前です。　※会場は、コンサートホール コロネットです。　※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。　※全公演 全席指定です。　※未就学児の入場はご遠慮ください。

子どもたちに音楽の魅力や楽しみをもっと知ってほしい！そんな願いから、岡崎市在住・在学
の全ての小・中・高生を対象に本格コンサートが楽しめる「ジュニアシート」をご用意しました。

●岡崎市在住・在学の小・中・高生　●1公演2名まで
●対象公演から1人1公演のみ応募可

開館20周年を迎えるシビックセンターが自信を持ってお贈りする
7公演セット券

＼岡崎市在住・在学の小･中･高生限定無料招待／
「ジュニアシート」に応募してクラシックコンサートを楽しもう！

限定50セット

通常合計価格 31,500円

クラシック会員価格

24,000円

【年会費】2,000円　【会員期間】入会した日から一年後の同月末日
入会ご希望の方は、シビックセンターまでお気軽にお問い合わせください。

※各日朝9：00～販売開始です。　※申込締切は、5/31（月）20:00までです。
※チケットの取り扱いは、ご予約のみとなります。ご予約後のキャンセルはできません。
※チケットのお支払い・お引取りは、9/4（土）～9/18（土）に岡崎市シビックセンター1階総合案内にて承ります。
※詳細は、チラシをご覧ください。

※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。

※応募者多数の場合は抽選

ウィーン・フィル首席奏者が奏でる木管楽器の音色に魅了される1時間

世界最高峰のオーケストラ、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の首席奏者として活躍して
いる若き俊英が登場します。広い音域を持ち伴奏からメロディまで様々な役割を担うファゴッ
ト。低音は太くあたたかく、高音は華やかな音が特徴のクラリネット。それぞれの魅力が存分
に味わえるプログラムです。共演のピアニストには、世界の第一線で活躍し、ふたりが信頼を
寄せているクリストフ・トラクスラーを迎えます。

2021年6月27日（日）　①14:00開演 ②17:30開演
出演：ソフィー・デルヴォー（ファゴット）
　　　ダニエル・オッテンザマー（クラリネット）
　　　クリストフ・トラクスラー（ピアノ）
曲目：14:00公演
　　　ベートーヴェン/ピアノ三重奏曲 第4番 変ロ長調 「俗歌」 Op. 11
　　　プーランク/クラリネット・ソナタ FP184
　　　ケックラン/ファゴット・ソナタ Op. 71　ほか
　　　17:30公演　
　　　グリンカ/悲愴三重奏曲 ニ短調
　　　サン＝サーンス/ファゴット・ソナタ ト長調 Op. 168
　　　ホロヴィッツ/クラリネットとピアノのためのソナチネ　ほか
料金：【全席指定】 一般2,500円　学生（25歳以下）1,000円
　　　※各回価格　※クラシック会員割引はございません。

プレミアムランチタイムコンサート

ソフィー・デルヴォー（ファゴット）＆
ダニエル・オッテンザマー（クラリネット）

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での販売。※各日、朝9：00～販売開始。
※電話予約は、残券がある場合のみ4月18日（日）9：00から。●クラシック会員：4月3日（土） ●ベーシック会員：4月10日（土） ●一般：4月17日（土）

※3/13（日）「音楽の絵本 フェアリーテイル」公演は、セット券・ジュニアシートの対象外です。

♪ジュニアシート対象公演

セット券・ジュニアシート対象公演一覧

6/27
（日）
14：00/
17：30開演

× ◯

セット券 ジュニアシート

ソフィー・デルヴォー（ファゴット）＆
ダニエル・オッテンザマー（クラリネット）

ソフィー・デルヴォーソフィー・デルヴォー ダニエル・オッテンザマーダニエル・オッテンザマー クリストフ・トラクスラークリストフ・トラクスラー

ウィーン・フィル首席奏者と
室内楽の名手によるスペシャルステージ！

9/25
（土）
15：00開演

◯ ◯イ・ムジチ合奏団
結成70周年記念ツアー

ヴィヴァルディ「四季」の演奏でもたらした
空前のバロックブーム

11/7
（日）
15：00開演

◯ ◯挾間美帆 ＆
デンマークラジオ・ビッグバンド

グラミー賞ノミネートの挾間美帆率いる
ダイナミックなジャズ・バンド

11/28
（日）
15：00開演

◯ ◯エマニュエル・パユ（フルート）＆
バンジャマン・アラール（チェンバロ）

ベルリン・フィル首席奏者と
古楽界のホープが巻き起こす音楽の化学反応

1/23
（日）
15：00開演

◯ ◯
小林愛実 ピアノ・リサイタル

2015年ショパン国際ピアノ・コンクール
ファイナリスト、今年も出場予定

2/26
（土）
15：00開演

◯ ◯柴田紗貴子（ソプラノ）＆ 岩崎洵奈（ピアノ）
デュオ・リサイタル

岡崎出身の二人がふるさとのために奏でる

12/5
（日）
15：00開演

× ◯コロネット
アニバーサリーコンサート

将来有望な岡崎ゆかりの
若手音楽家が受け継ぐ音楽の魂！

10/2
（土）
15：00開演

◯ ◯アンサンブル天下統一2021
「岡崎」から音楽の素晴らしさを「天下」に伝える

2/19
（土）
16：00開演

2022

2022

2022

◯ ◯ハッピー・ジャズ・アワー！
豪華メンバーが贈る心躍るジャズ

ベーシック会員/一般価格

27,000円

岡崎市シビックセンター
・インターネットチケット予約　https://www.civic.okazaki.aichi.jp/
・電話予約　0564-72-5111

セット券
申し込み

応募
条件

●鑑賞ご希望時間（①14:00開演 ②17:30開演）を明記の上、
　お申し込みください。
●申込締切：4/10（土）必着　※詳細は下記ご覧ください。

セット券を買うならクラシック会員に入会しよう！

　
クラシック会員
ベーシック会員
一　般

インターネット
5月1日（土）～

5月8日（土）～
5月15日（土）～

電　話

5月9日（日）～
5月16日（日）～

２回公演



ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca

①10：30
②13：30
③16：30

24・25
［土・日］

岡崎音楽家協会 第32・33回 新人演奏会
●関係者のみ
●岡崎音楽家協会（大海） 090-4261-5780

コンサートホール コロネット 4・5月のスケジュール

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！

体の中にそっと忍び込み
悪さをする新型コロナウ
イルス。うつらない、うつ
さないためにどんなこと
に気をつけたらいいの
か、未知の感染症を理解
し予防策を身につけられ
る絵本です。

監修 /松永展明
編著 /WILLこども知育研究所

■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

『どうして　しんがたコロナになるの？』

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

1

至
名
古
屋

至豊田

至豊橋至蒲郡

岡崎市役所

ABホテル

岡崎警察署

２４８

４８

４８３

東岡崎駅岡崎公園前駅

岡
崎
駅

中
岡
崎
駅

岡崎市シビックセンター

岡崎
I.C

愛
知
環
状
鉄
道

名鉄名古屋本線

J
R
東
海
道
本
線

東
口

光ヶ丘
女子高

イオン岡崎

北駐車場

立体駐車場

共立
病院

八帖

ほたる橋南
羽根ガード東

戸崎町

庄司田1

P
P 西友 岡崎刈谷線

Facebookで
最新情報をチェック！

※公演によっては、左記以外のプレイガイドでの販売もございます。各公演チラシをご確認ください。※都合により内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。
※次回の発行は6月1日です。

お問合せ主催公演チケットの主な取扱場所
岡崎市シビックセンター　窓口販売・電話予約 TEL.0564-72-5111
（9：00～20：00/休館日をのぞく）

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

インターネットチケット予約　https://www.civic.okazaki.aichi.jp/

※3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。

楽しみながらしっかり学べる防災コンサート　参加者募集！

●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

●チケットはご予約のみとなり、お支払い・お引取りは各公演日の2週間前から岡崎市シビックセンターにて承ります。
●ご予約いただけるお席は、十分な間隔を保つため概ね四方（前後左右）を1席ずつ空け、収容定員の半分以下となります。
●ガイドラインが緩和され、ご予約いただける席を追加する場合は、緩和後にご予約いただいた方が隣席に着席することがあります。

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。

14：00開始7
［水］

令和2・3年度社保集団指導講習会並びに医療安全説明会
●関係者のみ
●公益社団法人 愛知県医師会 052-241-4143

13：00開演11
［日］

ピアノ発表会
●無料
●吉岡 090-1789-8774

18：30開演16
［金］

first stage
●無料
●都筑 090-2183-7482

13：30開演18
［日］

中尾音楽教室 第22回 発表演奏会
●無料
●中尾 0564-54-6134

18：00開始28
［水］

岡崎商工会議所青年部 令和3年度会員総会
●関係者のみ
●大竹（運営専務） 080-5299-5138

13：00開演29
［木・祝］

第37回 モッザ会発表会
●関係者のみ
●杉浦 0564-23-4803

14：00開演10
［土］

岡崎音楽家協会会員によるコンサートシリーズ Vol.18 

太田祐子ピアノリサイタル
●前売券 2,000円　当日券 2,500円
●太田 0564-58-9567

４　月

13：00開演1
［土］

磯貝・山本音楽教室発表会
●無料
●磯貝 090-4262-7644

13：45開演2
［日］

風薫るコンサート　ピアノ発表会
●無料
●風薫るコンサート 0564-22-7445

13：30開演3
［月・祝］

ピアノ発表会
●無料
●堀野 090-3306-1632

13：30開演9
［日］

ピアノコンサート
●関係者のみ
●浅井 0564-54-2298

15：00開演23
［日］

グループむじつぃーれんバイオリンコンサート‘21
●無料
●グループむじつぃーれん 0564-55-6951

14：00開演30
［日］

今こそ知りたい　シビック防災コンサート
●無料
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

５　月

　

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

■営 業 時 間：9:00～17:00（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）
　※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

有効期限：2021年4月1日（木）～5月31日（月） ※ご注文時にご提示ください。

　　　

 
70円offコーヒーこのページを

ご提示いただくと （ ）

ティータイムサービス
14:00～LAST
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。

ホット、アイス、
アメリカンに限る

2021年5月30日（日）14：00～15：30
講演：岡崎市役所防災課　
演奏：海上自衛隊舞鶴音楽隊
会場：コンサートホール コロネット

日程：2021年8月3日（火）～8月6日（金）
対象：アンサンブルを学んでいる、または学びたい方（年齢不問）
締切：5月31日（月）必着　※申込方法などの詳細は、シビックセンターHPをご確認ください。

中木健二 長原幸太 鈴木康浩
東京藝術大学准教授 読売日本交響楽団

コンサートマスター
読売日本交響楽団
ソロ首席奏者

講師：アンサンブル天下統一

アンサンブル・アカデミー 受講者募集アンサンブル・アカデミー 受講者募集 今こそ知りたい シビック防災コンサート今こそ知りたい シビック防災コンサート

岡崎市防災課の職員による新型コロナウイルス対策も交えた防災講座と、海上自
衛隊舞鶴音楽隊による演奏をお楽しみいただきます。あなたと、あなたの大切な人を
守るためにも、いつくるか分からない災害に備えましょう ！
※申込方法などの詳細は、シビックセンターHPをご確認ください。

第一線で活躍しているプロの音楽家から直接指導を受け、開館20周年記念コン
サートで出演者のひとりとして演奏するチャンスもあるマスタークラスを開講します。

アンサンブル天下統一は、シビックセンター
を拠点に活動している弦楽トリオです。
「岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に
伝える」ため、演奏活動だけでなく、青少年
への普及・育成にも取り組んでいます。

入場
無料


