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ⒸMakoto NakagawaⒸMakoto Nakagawa

ⒸFUMIⒸFUMI

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
各公演の最新情報は随時ホームページでお知らせいたします。

コンサートホール コロネット スケジュールは裏面へ

2021年12月5日（日）　15：00開演
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）、辻純佳（ヴァイオリン）、泉優志（チェロ）、
　　　渡邉玲雄（コントラバス）
　　　アンサンブル・アカデミー受講選抜者
　　　〔足利水月、河井勇人、梶山七生、鎌田鴻太郎、鈴木風優香、伊達紀花、
　　　望月崇史（ヴァイオリン）、寺島はな、山本絵里奈（ヴィオラ）、波多野太郎（チェロ）〕
曲目：モーツァルト/「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」第1楽章
　　　ベートーヴェン/弦楽三重奏のためのセレナード ニ長調
　　　ボッケリーニ/弦楽五重奏曲 変ロ長調
　　　グリーグ/組曲「ホルベアの時代より」
料金：【全席指定】 一般2,500円、学生（25歳以下）1,500円
助成：芸術文化振興基金
　　　※クラシック会員割引はございません。※オンラインでの配信を予定しています。

〔各公演共通項目〕 　　　　：クラシック会員10％割引対象公演　※開場時間は、開演の30分前です。　※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。　※未就学児の入場はご遠慮ください。クラ割引

クラ割引

クローズアップおかざき

柴田紗貴子 ＆ 岩崎洵奈
　　　　デュオ・リサイタル

日本歌曲やオペラ、ピアノの名曲が続 ！々好評発売中 国内外から注目を集める若手ピアニスト、登場！予定枚数終了

「第18回ショパン国際ピアノコンクール」の本大会に挑んだ小林愛実が、
予選で演奏した曲も含むオールショパンプログラムを披露します。
※大変ご好評につき、販売予定枚数終了いたしました。

5年に1度、ショパンの故郷であるポーランドのワルシャワで開催される国際的
に有名な世界3大ピアノコンクールのひとつです。“ピアノの詩人”と呼ばれた
ショパンが39年の生涯で残した作品だけで、その腕を競います。過去の入賞
者には、マルタ・アルゲリッチやクリスティアン・ツィメルマンなど世界的な音楽
家が名を連ねており、世界を目指す若手ピアニストの登竜門となっています。

甘美な愛を歌った「ドレッタの夢」を柴田紗貴子が透き通った歌声で表情豊
かに歌いあげます。岩崎洵奈が奏でる軽やかで深みのある音色では、華麗
なテクニックが見どころのショパン「バラード 第1番」をお楽しみいただけま
す。オペラの他にも、親しみのある日本歌曲から「朧月夜」、CMにもよく起
用されるピアノの名曲「アラベスク 第1番」なども演奏予定です。
多方面で活躍する岡崎市出身の2人が、故郷に届ける名曲の数々を、音の響
きが素晴らしいコンサートホール コロネットでお楽しみください。

今回のプログラムは、初めて聴く方でも親しみやすい作品ばかり
です。オペラを題材とし、テンポよくドラマチックな展開を楽しめ
る作品から、フルートの特徴でもある優雅で心地よい音色を堪
能できる作品などを、岡崎市出身の山本葵と豊田市出身の高木
綾子による演奏でお届けします。フルート2本とピアノの音色で
皆さんを華麗な世界へ誘います。

2022年1月23日（日）　15：00開演
曲目：＜オールショパンプログラム＞
　　　ポロネーズ 第7番 変イ長調「幻想」
　　　幻想即興曲 嬰ハ短調
　　　ワルツ 第5番 変イ長調「大円舞曲」　
　　　アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 変ホ長調 
　　　24の前奏曲
料金：【全席指定】 一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円

ようこそコロネットシリーズ

小林愛実　ピアノ・リサイタル

フルートの魅力を思い切り味わう１時間好評発売中

2021年12月14日（火）　11：30開演
出演：高木綾子、山本 葵（フルート）、坂野伊都子（ピアノ）
曲目：ユーグ/ヴェルディの「仮面舞踏会」による協奏的大幻想曲 
　　　ベルリオーズ/三重奏曲「キリストの幼時」より
　　　チャイコフスキー/バレエ『くるみ割り人形』より
　　　クーラウ/3つの協奏的大二重奏曲 ト長調
料金：【全席指定】一般1,000円※クラシック会員割引はございません。

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

高木綾子 ＆ 山本 葵  美しきフルートの調べ

シビックセンター開館20周年記念事業

コロネット アニバーサリーコンサート

音楽の素晴らしさと楽しさを、未来へ好評発売中

ⒸJulia WeselyⒸJulia Wesely

クラ割引

ショパン国際ピアノコンクールとは？

8月に開催した「アンサンブル・アカデミー」受講者から選抜されたメンバーで
お贈りする今回のコンサート。先日、コロネットでアンサンブル天下統一との
リハーサルを行いました。2か月ぶりにホールに集まった出演者の皆さん。コ
ントラバスの渡邊玲雄さんが加わったリハーサルは、始めは緊張した様子で
したが、リハーサルが始まると生き生きとしたダイナミックな響きがコロネット
に広がりました。音の強弱や表現など少しずつ確認し合いながら完成させて
いく様子は、本番での演奏をますます期待させます。アンサンブル天下統一
のメンバーからのアドバイスを熱心に受けている様子も印象的でした。
総勢17名で演奏される組曲「ホルベアの時代より」は、20周年をお祝いする
にふさわしい華やかな楽曲です。ぜひこの機会に、未来につなぐハーモニーを
コロネットでお聴きください！

コロネットアニバーサリーコンサートのリハーサルを行いました！

主催公演チケットの取扱場所
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）

「夢」を叶える6組が集まってそれぞれの抱負を発表し合
いました！
さて、その後皆さんはどんな活動をされているでしょうか？
シビックセンターHPやFacebookを是非ご覧ください♪

夢ダイアリー夢ダイアリー

インターネット
予約が便利です！
（24時間受付）

2022年2月26日（土）　15：00開演
出演：柴田紗貴子（ソプラノ）、岩崎洵奈（ピアノ）
曲目：プッチーニ/歌劇『つばめ』より ドレッタの夢
　　　J.シュトラウスⅡ/喜歌劇『こうもり』より
　　　　　　 チャールダーシュ ふるさとの調べよ
　　　ショパン/バラード 第1番 ト短調、
　　　　　　 幻想即興曲 嬰ハ短調　ほか
料金：【全席指定】 一般3,000円
 学生（25歳以下）2,000円

シビックセンターが募集した
「叶えたい夢」に応募された方々の

夢を叶える企画です。

シビックセンターが募集した
「叶えたい夢」に応募された方々の

夢を叶える企画です。



15：00開演28
［日］

プレミアムコンサートシリーズ

エマニュエル・パユ ＆ バンジャマン・アラール
●販売予定枚数終了
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

14：00開演27
［土］

岡崎音楽家協会　第33回定期演奏会

ザ・クラシック 魂の響き
●2,000円（当日2,300円）
●岡崎音楽家協会（大海） 090-4261-5780

10：30開始1
［月］

暮らしの学校15周年記念講演会 

大愚和尚の一問一答～自分とはなにものか～
●要事前申込み 2,750円
●暮らしの学校岡崎校 0120-511-533

13：30開演23
［火・祝］

ピティナ・ピアノコンペティション入賞者コンサート 

「はじめのいっぽ」
●一般1,000円
●ピティナ岡崎支部 090-3954-9847

13：00開演
13
［土］

14
［日］

暮らしの学校15周年文化展

音楽・ダンス・文化発表会
●無料
●暮らしの学校岡崎校 0120-511-533

コンサートホール コロネット 11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！

冬休み。4人の少年が寮に
居残った。そこで起きる事
件をきっかけに、明かされ
ていく4人の「秘密」とは。
彼らの過ごした驚きと感
動の7日間に、夢中になる
こと間違いなしの青春ミ
ステリーです。

著 /恩田陸

■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

『ネバーランド』

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
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Facebookで
最新情報をチェック！

※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

※10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。

●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させていただき、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の定員は、感染状況により変動する場合があります。

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。

１１　月

9：30開演3
［水・祝］

ピティナ・ピアノステップ岡崎秋季地区
●関係者のみ
●おかざき☆きらりステーション（髙井） 0564-51-0194

19：30開始23
［火・祝］

南部音楽塾 説明会 鑑賞会
●関係者のみ
●一般社団法人 南部塾（南部） 090-8868-8333

13：30開始4
［木］

最近の労働法改正を分かり易く学ぶ無料セミナー
●無料
●岡崎労働基準協会 0564-52-3692

13：00開演21
［日］

知立メロディア楽器 発表会
●無料
●知立メロディア楽器 0120-84-2137

　　　　

 

シビックセンターの
主催コンサートがお得に楽しめる！

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：日曜日
　※設備点検のため、11月7日（日）～11月15日（金）まで臨時休業いたします。
■お問合せ先：TEL 0564-58-1010

有効期限：2021年11月1日（月）～11月30日（火） ※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

●利用時間：9:00～22:00
●利用料金：5,940円（終日）※営利利用の場合は3倍

所定の申込用紙にご記入の上、
郵送･窓口･または FAXにてシビックセンターまでお申込ください。
（ベーシック会員はホームページからも入会できます。）

★公演ごとに様々な特典をご案内します。
★シビックセンター1階カフェ「グリーンハウス」で会員証をご提示いただくと、飲食代が10％割引になります。

どなたでもご入会いただけます！
お気軽にお問合せください。 入会方法

クラシック会員
だけの特典

チケットの先行予約、チケットの割引などシビックセンター主催コンサートがお得に楽しめる会員制度です。
有料会員のクラシック会員と、無料会員のベーシック会員がございます。

年会費 無　料2,000円

情報誌・チラシなど
お得情報の郵送 あり（希望者のみ）あり（希望者のみ）

チケット先行予約 主催公演のチケットを一般発売の
約1週間前から優先的に予約できます。

主催公演のチケットを一般発売の
約2週間前から優先的に予約できます。

有効期限 な　し1年間
（年会費が納められた日から1年後の当月末日）

チケット割引 な　し主催公演のチケット10％割引
（1公演1会員4枚まで）

ベーシック会員クラシック会員

交流広場でイベントできます

交流広場では800平米の広々としたスペースで、イベ
ント等が開催できます。マルシェやフリーマーケット、
展示会などアイデア次第で様々な利用が可能です。
無料駐車場もあります。アクセスも便利で、テントや
電源もお貸出しできます。
ご利用については、1階総合案内でご相談ください。

シ ビ コ ロ 会 会 員 募 集 中 ！

インターネット
予約が便利です！
（24時間受付）


