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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

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）

インターネット
予約が便利です！
（24時間受付）

クラ割引

2022年10月2日（日）　15：00開演
出演：クレメンス・ハーゲン、ユリア・ハーゲン（チェロ）
曲目：ハイドン/ソナタ ニ長調 Hob.Ⅻ：3,5
　　　パガニーニ/モーゼ幻想曲
　　　オッフェンバック/チェロ二重奏曲 Op. 53-2
　　　バリエール/2つのチェロのためのソナタ ト長調　ほか
料金：【全席指定】 一般5,000円、学生（25歳以下）2,000円

プレミアムコンサートシリーズ

クレメンス・ハーゲン×ユリア・ハーゲン
　　　　　　　　　　　デュオ・コンサート

クレメンス・ハーゲン

チェリスト親子が織りなす響き豊かなアンサンブル

世界で活躍するチェリスト親子がコンサートホールコロネットに登場します。

父クレメンスは、モーツァルテウム管弦楽団の元首席ヴィオラ奏者オス
カー・ハーゲンの子供たちによって結成された弦楽四重奏団「ハーゲン・
クァルテット」のメンバーとして有名。ソリストとしても、ウィーン・フィル
ハーモニー管弦楽団やベルリン・フィルハーモニー管弦楽団といった世界
の一流オーケストラと多数共演してきた名手です。

その素晴らしい才能を受け継いだ娘ユリアは、世界的チェロ奏者であった
ハインリッヒ・シフにも学び、若くして目覚ましい活躍を見せています。昨年
3月にコンサートホールコロネットで開催を予定していたソロ・リサイタルは、
新型コロナウイルスの影響により中止になりましたが、ついに出演が実現し
ます。

今回はチェロ2本でのデュオ・リサイタルをお届けします。チェロ二重奏とい
うとそれほど馴染みがないかもしれませんが、広い音域と奥深い音色をも
つチェロはアンサンブルに最も適した楽器のひとつ。2人の間で音楽的な
役割が柔軟に入れ替わりながら、豊かな響きを生み出します。2本のチェロ
のために書かれた作品だけでなく管弦楽曲の編曲作品など、なかなか聴く
ことができないプログラムも魅力です。親子ならではの息の合った演奏をご
堪能ください！

6歳からチェロを始め、ウィルフリード・タケツィ、ハイ
ンリッヒ・シフに師事。カール・ベーム賞、ヘンリク・
シェリング賞、ウィーン・フィルハーモニー賞という栄
えある３つの賞を受賞している。ハーゲン弦楽四重
奏団の創立メンバーでもあり、また、アルゲリッチ、ク
レーメルなど錚々たる演奏家とも室内楽で共演してい
るほか、ソリストとして、アーノンクール、アバドといっ
た指揮者とともにベルリン・フィル、ウィーン・フィルな
どとも共演している。愛用のチェロは1698年製アン
トニオ・ストラディヴァリウス。

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。

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。※各日、朝9：00から発売開始。
※電話予約は、残席がある場合のみ6月19日（日）9：00から。

●クラシック会員：6月4日（土）
●ベーシック会員：6月11日（土）
●一般　　　　：6月18日（土）

ジュニアシートのご案内
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：6月11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。

独自の音楽センスで人気を博すヴァイオリニスト！好評発売中

クラ割引

2022年9月11日（日）　15：00開演
出演：NAOTO（ヴァイオリン）、榊原大（ピアノ）
曲目：クライスラー/愛の喜び
　　　チック・コリア/スペイン
　　　ピアソラ/リベルタンゴ
　　　NAOTO/HIRUKAZE～NHK『スタジオパークからこんにちは』テーマ曲～
　　　榊原大/架空鍵盤～Air Piano～　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

NAOTO アコースティック・コンサート with 榊原 大

ライブやメディアに引っ張りだこのヴァイオリニストNAOTOが、クラシックから
ポップス、そして今回はジャズまで披露する多彩なステージ！信頼するピアニス
トと共に、ジャンルにとらわれない音楽センスを存分に発揮し、一気に会場を引
き込みます！

Clemens Hagen

ユリア・ハーゲン

5歳からチェロを始め、デトレフ・ミルケ、エンリコ・ブ
ロンツィ、ラインハルト・ラツコ、ハインリッヒ・シフ、
マインツに師事。これまでにプリマ・ラ・ムジカ・コン
クール、リーツェン国際チェロ・コンクールで優勝。ブ
ラームス国際コンクールでESTA特別賞受賞。ベー
トーヴェン音楽祭、アレグロ・ヴィヴォ音楽祭、ディア
ベッリ、ピアッティ音楽祭、モントゼー音楽週間など
の音楽祭に参加している。使用楽器は個人より貸与
されているフランチェスコ・ルジェッリ。

Julia Hagen



10：00開始10
［金］

令和4年度東海地区総合学科高等学校長協会総会及び第１回研究協議会
●関係者のみ
●愛知県立岡崎東高等学校 0564-52-8911

14：00開演11
［土］

Concert for you　～新しい季節に向かって～
●要整理券
●岡崎音楽家協会 080-3627-8294

13：30開始9
［木］

安全週間説明会
●関係者のみ
●岡崎労働基準協会（監督署後援） 0564-52-3692

15：00開演5
［日］

アンサンブル天下統一2022
●全席指定　一般3,500円、学生2,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

13：00開始30
［木］

第78回　朝日工業株式会社　安全大会
●関係者のみ
●朝日工業株式会社（鈴木） 090-8866-2900

コンサートホール コロネット 6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！

子どもの頃は、誰もが当たり
前のようにもっているもの
を、大人になると失くしてし
まうのです。今、この世を息
苦しく感じている大人の方に
こそ読んでもらいたい、世界
で愛される不朽の名作です。

作 /サン=テグジュペリ、訳 /内藤濯

■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

『星の王子さま』

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

※5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。

６　月

インターネット
予約が便利です！
（24時間受付）

●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。
●来館時はマスクの着用、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

　　

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
※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：2022年6月1日（水）～6月30日（木） ※ご注文時にご提示ください。

　　

１階 カフェレストラン「グリーンハウス」１階 カフェレストラン「グリーンハウス」

お食事代
（お食事を注文の場合のみ）

10%引き

ランチタイム（11:00～15:00）に
このページをご提示いただくと、

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。
（システムメンテナンス時を除く）

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/ にアクセス。
※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。
　　決済手数料1件につき165円 発券手数料1枚につき110円。
●岡崎市シビックセンター総合案内
　※現金払いのみ。

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）
※現金払いのみ。

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。

10：00開演
 （予定）

12
［日］

ピティナ・ピアノステップ岡崎６月地区
●関係者のみ
●ピティナおかざき竹千代ステーション（鈴木） 090-8556-3659

14：00開演19
［日］

第８回　彩愛～Sara～フルート発表会
●無料
●横田 080-4225-8908

12：00開演26
［日］

三河ハーモニカ演奏会
●無料
●松山 090-9113-3927

13：30開演28
［火］

国立音楽大学三河有志の会　第７回響演コンサート
●1,000円
●畔栁 0564-52-2897

平日9:00～12:00
コンサートホール（舞台のみ） 3,540円
附属設備 5,430円
（ピアノ、照明等）
計 8,970円

ピアノや楽器のおさらいや、コンクール等に
向けた舞台練習にコロネットを利用しません
か？日頃の練習の成果をホールの舞台で、本
番さながらに確認できます。
ホールのご予約は利用日の20日前まで承り
ます。この機会にぜひご利用ください！

夏休み期間中のコンサートホールご予約、まだまだ受付中です！ ピアノ練習
平日9：00～17：00

コンサートホール（舞台のみ） 8,960円
附属設備 12,860円
（ピアノ、平台、照明等）
計 21,820円

吹奏楽や合唱練習利用例
１

利用例
2

※金額は一例です。設備や時間帯によって変わります。　※税込価格


