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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

〔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。クラ割引

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いたします。
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エキサイティングステージ

ギタリストたちの饗宴
2023年2月5日（日） 15：00開演
出演　鈴木大介、大萩康司、村治奏一、朴葵姫（ギター）
曲目　F.タレガ（サグレラス編） ： アルハンブラの思い出
　　　ラヴェル（スパークス編） ： 亡き王女のためのパヴァーヌ
　　　ビゼー（カネンガイザー編） ： ギター四重奏のためのカルメン組曲より　ほか
料金　【全席指定】一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円 クラ割引

日本が世界に誇るギターの名手たちが、ギター・アンサンブルの多彩な音色から
紡ぎ出される広がりあるサウンドで、数々の名作を奏でます。ギターの名曲に加え、
クラシックの作品をデュオやカルテットなど様 な々編成で心ゆくまでお楽しみください。
新型コロナウイルスによる延期を経てついに実現される公演を、お聴き逃しなく！

プレミアムコンサートシリーズ

小山実稚恵　ピアノ・リサイタル
2023年1月28日（土） 15：00開演
出演　小山実稚恵（ピアノ）
曲目　シューベルト ： 即興曲 Op.90 D899 より

即興曲 Op.142 D935 より
　　　ベートーヴェン ： ピアノ・ソナタ 第31番 変イ長調 Op.110
　　　シューベルト ： ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D960
料金　【全席指定】一般4,500円、学生（25歳以下）2,000円 クラ割引

人気・実力ともに日本を代表するピアニスト・小山実稚恵さん。意欲的な演奏活
動から生まれる驚くべきレパートリーの広さと高い音楽性で観客を魅了します。4
回目となるコロネットでの演奏を、お楽しみください。

Ⓒkno jungⒸkno jungⒸSatoshi OonoⒸSatoshi OonoⒸSHIMON SEKIYAⒸSHIMON SEKIYAⒸOrie MiyajimaⒸOrie Miyajima

ⒸND ChowⒸND Chow

ⒸKentaro MiyazakiⒸKentaro Miyazaki

皆様こんにちは！ピアニストの細川千尋です。
今回のコンサートは、2023年1月25日発売の「Seasons of Love～Broadway Jazz
Grooves」を全てお届けするコンサートです！今回のアルバムは、ミュージカルナンバー
をジャズピアノトリオ編成にアレンジした作品です。
ミュージカルナンバーは、美しい歌、力強い歌、悲しい歌、楽しい歌…とにかく人の心
に強く訴えかけてくる、心が動く音楽ばかりです。そんな魂のある曲たちを、このコン
サートで岡崎の皆様にたっぷりとお届けします♪
実は私は、初めて愛知の岡崎でコンサートをさせていただきます！メンバー一同、心か
ら楽しみにしております。皆様岡崎市シビックセンターにて、お待ちしております！

ジャズピアノの概念をアップデートし続ける細川千尋が、
最新アルバム「Seasons of Love～Broadway Jazz Grooves」を
引っ提げてコロネットに登場！
公演への意気込みなど、メッセージをいただきました。

クラ割引

2023年4月29日（土・祝） 15：00開演
出演　細川千尋（ピアノ・作曲・編曲）
　　　小山尚希（ベース）、セバスティアン・カプテイン（ドラム）
曲目　シーズンズ・オブ・ラヴ（「レント」より）
　　　ワン（「コーラス・ライン」より）
　　　アナザー・デイ・オブ・サン（「ラ・ラ・ランド」より）
　　　ミリオン・ドリームズ（「グレイテスト・ショーマン」より）
　　　ミュージック・オブ・ザ・ナイト （「オペラ座の怪人」より）
　　　サン・アンド・ムーン（「ミス・サイゴン」より）
　　　悲しみのクラウン（「リトル・ナイト・ミュージック」より）
　　　夢やぶれて（「レ・ミゼラブル」より）
　　　メモリー（「キャッツ」より）
　　　チム・チム・チェリー（「メリー・ポピンズ」より）　ほか
料金　【全席指定】 一般3,500円、学生（25歳以下）2,000円

エキサイティングステージ
細川千尋ピアノ・トリオ JAZZ LIVE
Seasons of Love～Broadway Jazz Grooves

公演情報

チケット発売日

ジュニアシートのご案内

※各日、朝9：00から発売開始。
※一般の方の電話予約は、
　残席がある場合のみ1月22日（日）9：00から。

●クラシック会員：１月7日（土）
●ベーシック会員：１月14日（土）
●一般　　　　：１月21日（土）

岡崎市在住・在学の小中高生を対象に、2名様を無料でご招待します。
コンサートホールで生の演奏を聴いてみませんか？
●申込締切：1月14日（土）必着　※応募方法の詳細は、ホームページをご確認ください。

会員先行期間中も
窓口・お電話で
ご予約承ります。



15：00開演28
［土］

小山実稚恵　ピアノ・リサイタル
●全席指定　一般4,500円、学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

10：30開演14
［土］

第29回愛知県ヴォーカル・アンサンブルコンテスト高等学校部門
●大人1,000円、小中高500円
●愛知県合唱連盟 090-8189-5380

13：30開演15
［日］

令和5年 日本壮心流南心昭武舘 初舞会
●無料
●佐野 090-5031-1565

14：00開始24
［火］

食品衛生責任者再講習会
●関係者のみ
●岡崎市食品衛生協会 0564-21-3690

19：00開演6
［金］

杉浦孝治・小島万里奈　Duo recital
●一般3,000円、学生1,500円（高校生まで）
●音楽教室ぴあっと 090-8458-7260

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！

かごを使ってセンスよく収
納するコツが紹介されてい
ます。いろいろな素材、形の
かごを暮らしに取り入れて
みませんか。ナチュラルで
素敵なインテリアは見てい
るだけでも楽しめます。

編者 /成美堂出版編集部

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■休室日：月曜日、1日（日・祝）～3日（火）、24日（火）臨時休室
■お問合せ先：TEL 0564-72-5118

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！

お問合せ 岡崎市シビックセンター
〒444-0813 岡崎市羽根町字貴登野15番地
TEL.0564-72-5111　FAX.0564-72-5110　

チケット予約・購入方法のご案内

WEB

3つの方法からお選びください。

予　約

24時間、お好きな時間に、
座席指定でご予約いただけます。

※登録料、年会費などの費用は一切必要ありません。
※会員登録せずにチケットをご予約いただくこともできます。

受付時間　9：00～20：00（休館日を除く）

支払い・
引き取り

● お近くのセブン-イレブン（コンビニエンスストア）店頭  ※手数料がかかります。
● オンライン決算　　● 岡崎市シビックセンター総合案内

電話
0564-72-5111

シビックセンター
1階総合案内

受付時間　9：00～20：00（休館日を除く）

注意

窓口

お支払期限（お申込より1週間以内）までにお支払いいただけない場合、ご予約は無効となります。
ご予約後の変更・キャンセル、ならびに購入後の払戻しは受付けておりません。

１月  コ ロ ネットカレン ダー

●館内入り口での検温、手指消毒にご協力ください。
●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、３密（密集・密接・密閉）の回避、原則マスクの着用をお願いいたします。
●利用後は、速やかな退館にご協力ください。

ご来館されるお客様へ

『収納上手のインテリア　かご』

年末年始　12月29日（木）～1月3日（火）休館

※12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。

Ⓒ新津保建秀Ⓒ新津保建秀ⒸShinichiro SaigoⒸShinichiro SaigoⒸAyane ShindoⒸAyane ShindoⒸYoshinobu FukayaⒸYoshinobu Fukaya

ようこそコロネットシリーズ

ザ・家康クラシック ～花のお江戸のクラシックin岡崎～
　『六段』とバッハ　時代をつなぐ「弦」と「響」

2023年3月5日（日） 15：00開演
出演　新倉瞳（チェロ）、中島裕康（箏、十七絃）、高橋多佳子（ピアノ）
　　　浦久俊彦（ナビゲーター）
曲目　八橋検校 ： 六段の調（中島）
　　　J.S.バッハ ： 無伴奏チェロ組曲 第1番 ト長調 BWV1007よりプレリュード（新倉）
　　　岩代太郎 ： Time of destiny（NHK大河ドラマ「葵 徳川三代」テーマ音楽）
　　　　（箏・チェロ・ピアノによるトリオ版）　　　　　　　　　　　ほか
料金　【全席指定】一般3,000円、学生（25歳以下）1,500円 クラ割引

江戸時代とクラシック音楽がパラレルにつながったら・・・？江戸幕府を開いた徳
川家康と近代箏曲の創始者・八橋検校、さらに西洋音楽の父・バッハ。生没年で
不思議とつながる3人の偉人を通して、江戸文化と西欧音楽の粋を知る新感覚の
コンサートです。

オペラ界のミューズ・幸田浩子さんと、日本が世界に誇るスーパー・テナー歌手の
福井敬さんによるデュオ・リサイタルです。美しい歌声と豊かな表現力でお届けす
るオペラの名曲をお楽しみください。

ようこそコロネットシリーズ

幸田浩子＆福井敬　デュオ・リサイタル
2023年2月18日（土） 15：00開演
出演　幸田浩子（ソプラノ）、福井敬（テノール）、谷池重紬子（ピアノ）
曲目　ディ・カプア ： オ・ソレ・ミオ
　　　プッチーニ ： 歌劇『ジャンニ・スキッキ』より「わたしの愛しいお父さま」

歌劇『トゥーランドット』より「誰も寝てはならぬ」
　　　ヴェルディ ： 歌劇『椿姫』より「乾杯の歌」　　ほか
料金　【全席指定】一般4,500円、学生（25歳以下）2,000円 クラ割引

　12月3日（土）に「アンサンブル天下統一　ゴルトベルク変奏曲」公演を開催しました。
　初めに、地元で活躍する女声合唱団VOCI BRILLANTIとの共演で、合唱曲「アヴェ・ヴェルム・コルプス」を披
露しました。教会音楽として知られ、小品ながらモーツァルトの晩年の傑作です。コロネットの高い天井から清らか
な美しい歌声が舞い降り、やさしく包み込みました。
　休憩を挟み、変奏曲の歴史の中でひときわ輝きを放つJ.S.バッハの「ゴルトベルク変奏曲」。2019年以来コロ
ネットでしか演奏しないと決めている、アンサンブル天下統一にとって思い入れの強い作品であり、当時の大きな
反響によって再演が叶いました。結成から9年間、このコロネット特有の響きと向き合い「音」を追求し続ける、彼ら
にしか成しえない熱演は、ご来場の皆様も集中力
高く聴き入る特別な時間となりました。
　年末の忙しさを忘れ、名作にひたる束の間のひ
ととき。新たな風物詩として岡崎に根付かせるべく、
更なる歩みを踏み出しました。2023年も素晴らしい
音楽をより多くの方と分かちあえることを祈り、コロ
ネットでお待ちしています。

新たな年末の風物詩へ　始動公演RE
VIEW

9
［月・祝］

設備メンテナンスにともなう臨時休館日


