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記念すべきベートーヴェン生誕250周年に聴く四大ピアノ・ソナタ
プレミアムコンサートシリーズ

ゲルハルト・オピッツ ピアノ・リサイタル

12月20日（日）15:00開演（14:30開場）

2020年

出演：ゲルハルト・オピッツ
（ピアノ）
曲目：ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ
「悲愴」
「月光」
「テンペスト」
「熱情」
料金：【全席指定】一般5,000円、学生
（25歳以下）
2,000円
♪クラシック会員10％割引対象

※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。

ドイツ・ピアノ音楽の伝統を受け継ぐ世界的な巨匠がコロネットに登場します。
メモリアルイヤーに
贈るオール・ベートーヴェン・プログラムは聴き逃がせません。
（土）●ベーシック会員：8月8日
（土）●一般：8月15日
（土）
チケット ●クラシック会員：8月1日
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。

好評発売中 日本文化に根付く古の響き

好評発売中

ようこそコロネットシリーズ

宮田まゆみ

ようこそコロネットシリーズ

雅楽の調べ

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24日（土）

2020年

10月31日（土）

15:00開演（14:30開場）

2020年

出演：宮田まゆみ
（笙）
、中村仁美
（篳篥）
、
八木千暁
（龍笛）
曲目：平調 越天楽、黄鐘調 越天楽、
西王楽破、拾翠楽 ほか
料金：【全席指定】
一般3,500円、学生
（25歳以下）
2,000円
♪クラシック会員10％割引対象

15:00開演（14:30開場）

出演：古部賢一
（オーボエ）
、鈴木大介
（ギター）
曲目：タレガ/アルハンブラの想い出
〔ギターソロ〕
マルチェッロ/オーボエ協奏曲 ニ短調より
第2楽章「ヴェニスの愛」
モリコーネ/ニュー・シネマ・パラダイス
鈴木大介編/日本のうたメドレー ほか
料金：【全席指定】
会員・一般共通1,500円、
学生
（25歳以下）
500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。

笙の魅力を世界
に発信した第一
人 者・宮 田まゆ
みが、古くから日
本人に親しまれ
ている雅な響き
を未来へと継承
します。

ⒸHT/PCM

Ⓒ土居政則

※クラシック会員の割引はございません。
※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。
＊本公演は
（公財）
三井住友海上文化財団の助成により特別料金に
設定しています。

撮影：日置真光

写真提供：静岡音楽館AOI

オーボエとギターによる優しいハーモニーで、世代を
問わず馴染みある名曲の数々をトークも交えてお届
けします。

好評発売中 コロネットを拠点に活動する弦楽トリオ

ホーム
コンサート
決定! ステイ
急きょ
Stay Home Concert

クローズアップおかざき

アンサンブル天下統一

アンサンブル天下統一 2020

11月4日（水）19:00開演（18:30開場）

2020年

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
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
料金：【全席指定】一般3,500円、学生
（25歳以下）
2,000円
♪クラシック会員10％割引対象

ⒸMatsunao Kokubo

〜岡崎から音楽を届けたい〜

ⒸMirco Magliocca

8月3日（月）20:00開始 無料配信
出演：アンサンブル天下統一
岡崎の皆さまに音楽を楽しんでいただくため、
コロネットから
本格的なコンサートをＹｏｕＴｕｂｅでライブ配信します！当館を
拠点に活動するアンサンブル天下統一が、ベートーヴェンと
ハイドンを、心を込めて奏でます。スマートフォン、
パソコンから
お気軽にお楽しみください。

※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。

アンサンブル天下統一は、岡崎市出身で東京藝術大学准教授の中木
健二が、読売日本交響楽団の長原幸太、鈴木康浩とともに2014年に
結成。“岡崎発信で音楽の素晴らしさを天下に伝える”をモットーに、今年も
岡崎でしか味わえない贅沢なプログラムを披露します。

※詳細はシビックセンターホームページをご覧ください。

岡崎市シビックセンター主催事業は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 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。
コンサートホール コロネット スケジュールは裏面へ

コンサートホール コロネット 8月のスケジュール
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13：00開演

［土］

10 13：00

［月・祝］

15 12：30
［土］

第19回 フェリカピアノコンサート
●無料
●長谷川 0564-55-9704

［水］

第35回 らくだの会 ピアノ発表会

開演 ●無料
●らくだの会 090-1622-4525

23 10：00
［日］

竜南中 ふれあいコンサート

開演 ●無料
●杉浦 0564-54-4400

2020 カワイミュージックフェスティバル

開演 ●無料
●株式会社河合楽器製作所岡崎店 0564-71-7147

第24回 たんぽぽの会CONCERT

開演 ●関係者のみ
●岩瀬 0564-55-1389

好評発売中 溢れ出る情熱と魂で世界の聴衆を魅了！

好評発売中 コロネットだけの特別トリオ！

プレミアムコンサートシリーズ

ネマニャ・ラドゥロヴィチ＆フレンズ〈悪魔のトリル〉
2020年

19 10：45

※7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。

11月8日（日）

プレミアムコンサートシリーズ

タルケヴィ×ヴォイタ×ミリシェー ブラス・トリオ

15:00開演（14:30開場）

出演：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）
曲目：ヴィターリ/シャコンヌト短調
J.S.バッハ
（セドラー編）
/トッカータとフーガ ニ短調 BWV565
セドラー/日本の春、
モンティ/チャールダーシュ ほか
料金：【全席指定】一般5,000円、学生
（25歳以下）
3,000円
♪クラシック会員10％割引対象

※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。

みんなの音 楽学校

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〜
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

2020年9月12日
（土）
11:00〜12:10（休憩なし）

会場：リハーサル室第2
（3階）
料金：【全席指定】会員・一般共通 1講座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。

「わかりやすい解説でいつも楽しい」
と好評の音楽講座。時代毎に活躍
した作曲家や作品を紹介し、
その時代の岡崎では何が起きていたのか、
掘り下げていきます。

11月21日（土）15:00開演（14:30開場）

2020年

出演：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）
、城 綾乃
（ピアノ）
曲目：ファリャ/7つのスペイン民謡
シュレック/トロンボーン・ソナタ
「大天使ガブリエリの嘆き」
グリエール/ホルンのための4つの小品 Op. 35
プーランク/ホルン、
トランペットとトロンボーンのためのソナタ ほか
料金：【全席指定】一般4,000円、学生
（25歳以下）
2,000円
♪クラシック会員10％割引対象

※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。

元ベルリン・フィル首席トランペット奏者タルケヴィ、
ドイツのトップ楽団で首席を歴
任してきたホルン奏者ヴォイタ、難関として名高い音楽コンクールで優勝を飾った
トロンボーン奏者ミリシェー。
それぞれのソロも３人のハーモニーも味わえる、
またと
ない機会をお聴き逃しなく！

●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

図書室スタッフおすすめの1冊！
『ひんやりと、甘味』

インターネットチケット予約

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/

お問合せ 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

４８

岡崎市役所
名鉄名古屋本線

岡崎
I.C

２４８ ４８３
岡崎警察署
イオン岡崎

共立
病院

北駐車場

光ヶ丘
女子高

戸崎町
P

ほたる橋南

西友 岡崎刈谷線
立体駐車場

岡崎市シビックセンター
東口

（9：00〜20：00/休館日をのぞく）

TEL.0564-72-5111

東岡崎駅

羽根ガード東
P

岡崎駅
JR東海道本線

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

■開室時間：9:00〜21:00（日曜、
祝日は17:00まで）
■８月の休室日：3日
（月）、10日
（月）、17日
（月）、24日
（月）、31日
（月）
■休室日：月曜日
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118
※お話と紙芝居の会は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
当面の間、
中止しています。

1

八帖

岡崎公園前駅

愛知環状鉄道

）70 引き

コーヒー（

至豊田
中岡崎駅

様々な人 たちが 語る夏
の甘味の思い出が詰
まったエッセイ集です。
どれも 身 近でな つかし
さを感じながら、味わっ
てみたくなるも の ば か
りで す。お 気 に 入りの
ひん やりとした甘 味 を
見つけてみてください。

ジャムトーストセット

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
（am8:30〜am11:00）
にこのページをご提示いただくと、
ホット、
アイス、
円
アメリカンに限る
有効期限：2020年8月1日
（土）
〜31日
（月）※ご注文時にご提示ください。
■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

著 / 阿川佐和子
［ほか］

至名古屋

１階 カフェレストラン
「グリーンハウス」

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

ABホテル

庄司田1

至蒲郡

1

至豊橋

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。

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。

