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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 1 

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

※公演によっては取扱のない場合がございます。※営業時間は各プレイガイドで異なります。主催公演のチケットの主な取扱場所
岡崎市シビックセンター　1階総合案内　窓口販売
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※お支払いは現金のみ。

岡崎市シビックセンター　電話予約 TEL.0564-72-5111
9:00～20:00　休館日（年末年始、保守点検日）をのぞく　※電話予約受付は発売日の翌日から

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

チケットぴあ
TEL.0570-02-9999

ローソンチケット
TEL.0570-084-004

ツルタ楽器岡崎店
TEL.0564-53-8950
岡崎市羽根町字若宮24-3ミニストップでも購入可セブン-イレブン、ファミリーマートでも購入可

芸文プレイガイド
TEL.052-972-0430
愛知芸術文化センター地下2階

名鉄ホールチケットセンター
TEL.052-561-7755
名鉄百貨店本館10階

出演：渡辺香津美（ジャズギター）、奥村愛（ヴァイオリン）
　　　須川展也（サクソフォン）、井上陽介（ベース）
　　　奥村愛ストリングス ※奥村愛が信頼する仲間達で構成された特別編成ストリングス
　　　（ヴァイオリン4名、ヴィオラ2名、チェロ2名）
曲目：渡辺香津美/トチカ2000、グレン・ミラー/ムーンライト・セレナーデ
　　　ガーシュウィン/サムワン・トゥ・ウォッチ・オーヴァー・ミー
　　　ハーライン/星に願いを、ルイ・プリマ/シング・シング・シング
　　　ロジャース/マイ・フェイヴァリット・シングス、チック・コリア/スペイン　ほか
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般4,000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。

好評発売中 ジャズの名曲に包まれるラグジュアリーなステージ

2020年3月7日（土）16:00開演（15:30開場）

エキサイティングステージ

ハッピー・ジャズ・アワー！

出演：ルイス・エスナオラ（ヴァイオリン）、マシュー・ハンター（ヴィオラ）
　　　クヌート・ウェーバー（チェロ）、マルクス・グロー（ピアノ）
曲目：エルフマン/ピアノ四重奏曲
　　　シューマン/ピアノ四重奏曲 変ホ長調 Op. 47
　　　ブラームス/ピアノ四重奏曲 第1番 ト短調 Op. 25
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 一般5,000円、学生（25歳以下）3,000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。

好評発売中 伝統と格式の公式室内楽アンサンブル

好評発売中 唯一無二の多彩な響きで「昭和」の名曲を奏でる

2020年1月26日（日）15:00開演（14:30開場）

プレミアムコンサートシリーズ

ベルリン・フィルハーモニー ピアノ四重奏団

オーケストラの名門ベルリ
ン・フィルハーモニー管弦楽
団の錚々たるメンバーで構
成されるピアノ四重奏団が
贈る、プレミアムなコンサー
ト。ドイツ・ロマン派を代表す
るシューマン、ブラームスの
名曲と、人気映画作曲家が
彼らのために書き下ろした
新曲を披露します。お聴き
逃しなく！

尺八の新たな魅力を拓く第一人者としてジャンルを超えて活躍する藤原道山と、
唯一無二の世界観で5オクターブのマリンバを自在に操るSINSKE（シンスケ）が
登場します！結成５周年の2016年には、フランス・ベルギーなど欧州を含む国内
外２０公演のツアーを成功させています。“世界最小オーケストラ”と称される響き
を、音楽専用ホール『コロネット』で、ご体感ください！

日本が世界に誇るトップ・プレイヤーたちが繰り広げる豪華セッション！珠玉のジャ
ズナンバーを心ゆくまでお愉しみください。

出演：藤原道山（尺八）、ＳＩＮＳＫＥ（マリンバ）
曲目：ドヴォルザーク/交響曲 第9番「新世界より」
　　　伊福部昭/映画「ゴジラ」よりメインテーマ
　　　米山正夫/リンゴ追分、中村泰士/喝采　ほか
会場：コンサートホール コロネット
料金：全席指定 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。

迫力のパフォーマンスに期待！！ “世界最小オーケストラ”多彩な響き

2020年2月22日（土）15:00開演（14:30開場）

ようこそコロネットシリーズ　藤原道山×ＳＩＮＳＫＥ
～尺八とマリンバによる世界最小オーケストラ～ 和★ＳＨＯＷＡ★

ⒸYosuke KomatsuⒸYosuke Komatsu ⒸWataru NishidaⒸWataru Nishida

応募締切：1/31（金）必着
※詳細はシビックセンターHP、公演チラシをご確認ください。

抽選で小中学生の2名様を
「藤原道山×SINSKE～尺八とマリンバによる
世界最小オーケストラ～和★SHOWA★」公演にご招待します。

ジュニアシートのご案内

和★SHOWA
★



※12月10日現在の情報です。コンサートホール コロネット 1月のスケジュール

Facebookで最新情報をチェック！
たくさんの「いいね！」お待ちしています。

岡崎市シビックセンター岡崎市シビックセンター TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地
TEL:0564-72-5111  FAX:0564-72-5110
〒444-0813 愛知県岡崎市羽根町字貴登野15番地

https://www.civic.okazaki.aichi.jp/https://www.civic.okazaki.aichi.jp/ホームページホームページ

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！

冬支度に追われる のねずみ
たち。フレデリックは｢おひ
さまのひかり｣・｢いろ｣・｢こと
ば｣を集めました。
食料も尽きた頃｢君が集めた
ものは？｣と尋ねられ、彼は
ここぞとばかりに応えます。
豊かな色彩が美しい絵本。

作 /レオ＝レオニ　訳 /谷川俊太郎

■開室時間：9:00～21:00（日曜、祝日は17:00まで）
■１月の休室日：1日（水・祝）～3日（金）、6日（月）、13日（月・祝）、
 14日（火）、20日（月）、27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

『フレデリック』

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。

好評発売中 　

13：00開演25
［土］

磯貝・山本音楽教室発表会
●無料
●磯貝 090-4262-7644

15：00開演26
［日］

ベルリン・フィルハーモニー
ピアノ四重奏団
●全席指定 一般5,000円 学生3,000円
●岡崎市シビックセンター 0564-72-5111

14：00開演5
［日］

Young Talent Concert 2020
若い芽のコンサート
●1,500円 未就学児入場可（要入場券）
●ピティナ岡崎支部（清水） 090-3954-9847

14：00開演12
［日］

愛知県立岩津高等学校オーケストラ部
第48回定期演奏会
●無料
●愛知県立岩津高等学校 0564-45-2005

10：30開演13
［月・祝］

第26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
●500円
●愛知県合唱連盟 052-221-0306

｢西洋音楽と岡崎の文化は、実は様々なところで繋がっているのかも･･･｣それ
ぞれの接点や良さを発見できる人気音楽講座。第4回は、明治期の博覧会が
西洋音楽と三河の産業に与えた影響と発展に迫ります。音楽が好きな方だ
けでなく、歴史や近代文化がお好きな方にもお楽しみいただけます。

リハーサル室では、演奏会や会議など様 な々シーンでご利用いただけるよう
に、各種貸出備品をご用意しています。より快適にご利用いただけるよう、一
部の備品をリニューアルしました。詳しくは総合案内にお問い合わせください。

2020年2月8日（土）11:00～12:10（休憩なし）
ゲスト講師：岡崎市美術博物館 湯谷翔悟 
会場：リハーサル室第2（3階）　料金：全席自由 500円　定員：40名 
※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
～西洋音楽×岡崎～
みんなの音楽学校
～西洋音楽×岡崎～

第4回　西洋音楽×博覧会と三河

講師：松本大輔講師：松本大輔

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1月4日（土）～31日（金） ※ご注文時にご提示ください。

1月20日（月）14:30閉店（14:00L.O.）

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、

グリーンハウスランチ
980円（税込1,078円）
サラダ＋スープ＋
メインディッシュ＋
ライス＋ドリンク

年末年始　12月29日（日）～1月3日（金）休館

リハーサル室をご活用ください！リハーサル室をご活用ください！

ミニコンサート
会議・研修など

利 用 例

ピアノ
（セミコンサートサイズ）
ピアノ
（セミコンサートサイズ）

譜面台譜面台

録音再生装置録音再生装置

プロジェクタープロジェクター

ワイヤレス
マイクロフォン
ワイヤレス
マイクロフォン

マイクロフォンマイクロフォン

各種
プラグ
対応！

SD・USB
対応可能に
なりました！

リニューアル！

リニューアル！


