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OKAZAKI CITY
CIVIC CENTER岡崎市シビックセンター情報誌

コロネットインフォメーション 3 

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

岡崎市シビックセンター友の会「シビコロ会」リニューアル ３月２日（月）より 入会受付
クラシック会員　年会費２,０００円

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

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）〕
　　　川口尭史（ヴァイオリン）、山本 周（ヴィオラ）、泉 優志（チェロ）
曲目：ハイドン/3つの弦楽三重奏曲 第2番 変ロ長調 Op. 53-2（ピアノ・ソナタ Hob.XVI41の編曲）
　　　モーツァルト/弦楽五重奏曲 第4番 ト短調 K. 516
　　　ブラームス/弦楽六重奏曲 第1番 変ロ長調 Op. 18
会場：コンサートホール コロネット
料金： 全席指定
　　　◎クラシック会員 3,150円、学生（25歳以下）1,800円
　　　◎シビコロ・ベーシック会員/一般 3,500円、学生（25歳以下）2,000円
※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。※未就学児の入場はご遠慮ください。

進化し続ける天下統一が魅せる、室内楽の醍醐味

2020年6月7日（日）15:00開演（14:30開場）

クローズアップおかざき

アンサンブル天下統一2020

岡崎市シビックセンターコンサートホール《コロネット》を拠点に活躍する、岡崎市初のレジ
デントアンサンブル『アンサンブル天下統一』。結成7年目となる2020年公演は、アンサ
ンブル天下統一の洗練された演奏に加え、3人が信頼する若手演奏家を迎えた六重奏
も楽しめる贅沢なプログラムを披露します。ご期待ください！

可愛らしい見た目、癒される音色・・・オカリナの魅力に触れてみませんか？オカリナ
ならではの優しい響きで、タンゴや春の音楽を奏でます。心温まるひとときをお過ご
しください。

2020年5月23日（土）
11:00～12:10（休憩なし）
会場：リハーサル室第2（3階）　定員：40名
料金： 全席自由　一般・会員共通 500円　3講座セット券 1,200円
※公演内容については、一部変更される場合がございます。※未就学児の入場はご遠慮ください。

みんなの音楽学校みんなの音楽学校

講師：松本大輔講師：松本大輔

好評発売中

ⒸMirco MaglioccaⒸMirco Magliocca

ⒸスーパーキッズⒸスーパーキッズ

出演：山本奈央（オカリナ）、大柴拓（ギター）
曲目：ピアソラ/タンゴの歴史 より
　　　さくらさくら　ほか
会場：コンサートホール コロネット
料金： 全席自由　一般・会員共通 1,000円
※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。
※未就学児の入場はご遠慮ください。

平日の昼間に楽しめるトーク付コンサート

2020年3月19日（木）
11:30開演（11:00開場）

クラシック音楽と岡崎～クラシック音楽を知って岡崎を知る～コロネットランチタイムコンサート

山本奈央 オカリナ コンサート

出演：ズーラシアンブラス、弦うさぎ べス
曲目：アルプスのかたつむり、
　　　パプリカ、うさぎとかめ　ほか
会場：コンサートホール コロネット
料金： 全席指定
　　　◎クラシック会員 おとな（高校生以上）2,250円、こども（3歳以上）900円
　　　◎シビコロ・ベーシック会員/一般 おとな（高校生以上）2,500円、こども（3歳以上）1,000円
※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。
※おとなひとりにつき3歳未満のこどもひとり膝上鑑賞無料。ただし、座席を利用する場合はチケットをご購入ください。

2020年6月27日（土）
15:00開演（14:30開場）

こどものためのシリーズ

ズーラシアンブラス『音楽の絵本』エスカルゴ

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。窓口販売は、一般発売日からです。
※各日 朝9：00～販売開始

●クラシック会員：3月7日（土） ●シビコロ・ベーシック会員：3月14日（土） ●一般：3月21日（土）

チケット発売日 ※会員先行販売は1会員につき4枚、インターネットチケット予約のみでの販売。窓口販売は、一般発売日からです。
※各日 朝9：00～販売開始

●クラシック会員：3月7日（土） ●シビコロ・ベーシック会員：3月14日（土） ●一般：3月21日（土）

チケット発売日 ●会員・一般共通：3月21日（土）

2020年3月12日（木）14:00開演（13:30開場）

アートマネジメント支援プログラム

畝部理佐 デビュー・ソロ・リサイタル～七変化～

Ⓒ井村重人Ⓒ井村重人

出演：畝部理佐（ソプラノ）、松江有希子（ピアノ）
曲目：J.シュトラウスⅡ/喜歌劇『こうもり』より「シャンパンの歌」
　　　プッチーニ/歌劇『ジャンニ・スキッキ』より「私のお父様」
　　　プッチーニ/歌劇『蝶々夫人』より「ある晴れた日に」
　　　グノー/歌劇『ロミオとジュリエット』より「私は夢に生きたい」
　　　ビゼー/歌劇『カルメン』ナレーション付きハイライト
会場：コンサートホール コロネット
料金： 全席自由　一般・会員共通　1,000円
※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。※未就学児の入場はご遠慮ください。

うね べ

ウィーン帰りのソプラノ歌手・畝部理佐が地元岡崎で織りなす、渾身のデビュー・
ソロ・リサイタル。妖艶な魔性の女、婚約者を取り戻そうとする純粋な村娘、
「カルメン」に登場するキャラクターの演じ分けは必聴！

子どもから大人まで大人気のズーラシアンブラス。今回はカタツムリに似た楽器
「ホルン」が大活躍します♪お楽しみに！

今年度の「みんなの音楽学校」は、クラシック音楽が身近になりコンサート
を聴くのが楽しくなる講座を展開してきます（全3回）。時代毎に活躍した作
曲家・作品を紹介し、そして、その時代の岡崎では何が起きていたのか…

第１回 ３００年前…ヴィヴァルディ、バッハが
 生きた世界とその時代の岡崎

チケット先行予約
（最優先で座席指定）

チケット割引
（1会員4枚）

公演ごとの
特典

情報誌
チラシお届け

シビコロ・ベーシック会員　入会無料

ほか ほか
チケット先行予約

（座席指定・1会員4枚）
情報誌

チラシお届け

岡崎市外の方もOK!です

好評発売中 岡崎市出身アーティスト、堂々デビュー!!



※2月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 3月のスケジュール

Facebookで
最新情報をチェック！

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！

「そよそよそよ さわさわさわ 
かぜのこえがきこえるよ」
『おさんぽシリーズ』の第４
弾。絵本を開くと、鮮やかな
春の景色が広がっています。
お子さまと、少し早い春の
お散歩を楽しんで下さい。

作 /えがしらみちこ

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■３月の休室日：2日（月）、9日（月）、16日（月）、21日（土）、
 23日（月）、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

『はるかぜさんぽ』

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。

※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。

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/

12：00開演1
［日］

Spring Concert
●無料
●Liricoの会（浅井） 0564-24-9801

16：00開演7
［土］

ハッピー・ジャズ・アワー！
●完売
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

13：20開演14
［土］

ピアノ発表会
●無料
●山本 090-3936-5610

10：00開演15
［日］

すぃーとぴーの会 音楽教室発表会
●無料
●小野内 0566-74-6103

11：30開演19
［木］

コロネットランチタイムコンサート
山本奈央 オカリナ コンサート
●全席自由 1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

13：30開演18
［水］

チェンバロ・ピアノ・バイオリン Spring Concert
－人々に愛され続ける音楽－
●3,000円
●岡崎友の会（安田） 0564-52-0808

14：00開演12
［木］

アートマネジメント支援プログラム
畝部理佐 デビュー・ソロ・リサイタル～七変化～
●全席自由 1,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

18：00開演23
［月］

愛知県立岡崎東高等学校 吹奏楽部
第6回ありがとうコンサート
●無料
●愛知県立岡崎東高等高校 0564-52-8911

13：30開演28
［土］

愛知県立岡崎商業高等学校 吹奏楽部
第3回定期演奏会
●無料
●愛知県立岡崎商業高等高校 0564-21-3599

14：00開演31
［火］

岡崎市立岩津中学校 吹奏楽部
岩中コンサート2020
●無料
●岡崎市立岩津中学校吹奏楽部 0564-45-2022

10：00開演8
［日］

コスモスの会 第39回 ピアノコンサート
●無料
●冨田 090-4218-8959

10：00開演20
［金・祝］

ピティナ ピアノ ステップ 岡崎3月
●無料
●ピティナおかざきステーション 090-3954-9847

13：30開演22
［日］

第24回 たんぽぽの会CONCERT
●無料
●岩瀬 090-4799-7632

  開演未定26・27
［木・金］

2020 カワイ音楽コンクール 受賞者コンサート
●1,000円
●カワイ音楽教室愛知事務所 0564-71-7147

13：00開演
15：30開演29

［日］

第30回 ピアノ・ドリマトーン発表会
●無料
●伊豫田 090-3957-5419

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

〈完売〉

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：2020年3月1日（日）～31日（火） ※ご注文時にご提示ください。

　

コーヒー（　　　   ）70円引きホット、アイス、
アメリカンに限る

モーニングタイム（am8:30～am11:00）にこのページをご提示いただくと、
モーニングタイムは、ドリンク代のみでモーニングセットをお楽しみいただけます。モーニングタイムは、ドリンク代のみでモーニングセットをお楽しみいただけます。

ジャムトーストセットジャムトーストセット

※定期演奏会（定期的に開催する演奏会）や主催団体の
　記念行事的演奏会、教室等の発表会を除く
※営利企業や音楽事務所などが実施するものは不可

※インターネットでの購入には事前登録（無料）が必要です。
※チケット予約開始日は各公演ページをご確認ください。 ※詳しくはホームページをご覧ください。

音楽活動をしている個人または団体

～音楽専用ホールで日頃の
　　　　活動を披露してみませんか？～

新サービス開始!!
インターネットチケット予約

シビックセンターが主催する公演チケットを、インターネット（パソコン
・スマートフォン）で手軽に予約できる、大変便利なサービスです。
3月2日12時より、ホームページ「インターネットチケット予約」バナーより利用登録できます。

参加資格

開催日のホール利用料及び附属設備利用料を免除　ほか支援内容
2020年3月20日（金・祝）必着申込締切

参加者募集

24時間受付 コンビニ支払・引取
※チケット代金のほかに所定の
　手数料が必要です。

座席指定OK


