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小金井市民交流センター チケットデスク       TEL: 042-380-8099 受付時間　10：00 ～ 19：00　休館日 ( 第 2・3 火曜日 )
※発売初日は 10：00 からチケットデスク専用電話でのみ受付いたします。
　残席があれば、発売 2日目から、交流センター窓口でも受付いたします。
※公演内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※年齢記載がない公演は未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
※市内先行申込方法は、裏面をご参照ください。
※表示価格は税込です。

次世代を担う、噺家4名による落語会。
それぞれの輝く個性がぶつかり合う。

 納涼 
よったり競演会

こがねい落語特選

【全席指定】一般3,500円 / 学生2,000円
会員 （一般）3,200円

“注目公演”いよいよチケット発売です！！

小
学
生

小学生から入場可

誰もが一度は耳にしたことがある「to be 
or not to be ＜このままでいいのか、
いけないのか、それが問題だ＞（小田島
雄志訳)」はハムレットの有名なフレーズ。
シェイクスピアの面白さ満載で、想像力
を駆使すれば、そこには「子供のため」だけ
じゃもったいないシェイクスピアの世界
が広がります。

【全席指定】大人3,500円　
学生（高校生以上）2,000円　
子ども（小・中学生）1,000円
会員 （大人）3,200円

9 6 土

14:00  大ホール

好評発売中!
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子どもも大人も楽しむシェイクスピア・ウィーク
世界で最も有名な作家のひとりである『シェイクスピア』の世界をのぞいてみませんか？

　協力：（特）遊び・文化NPO小金井こらぼ

一般

6/30 月

市内先行（裏面参照）友の会先行

6/15 日

チケット発売日

6/18      ～6/24 火水

子供のためのシェイクスピア

ハムレット

親子のためのシリーズ

シェイクスピア生誕450周年にお届けする
“子どもも大人も夢中になる”
子供のためのシェイクスピアシリーズ

8 23 土

14:00  大ホール

好評発売中!

ブラームス：クラリネット･ソナタ 第１番 ヘ短調
ドビュッシー：クラリネットのための第１狂詩曲
プーランク：クラリネット･ソナタ　　　　  ほか

演奏予定曲目

ベートーヴェン
　ロマンス 第2番 ヘ長調
ショパン　
　ピアノ協奏曲 第1番 ホ短調 
メンデルスゾーン　
　交響曲 第4番 イ長調
　「イタリア」　　　　　 ほか

演奏予定曲目

「完璧なテクニック」「ずば抜けた音楽性」「気品漂う
音色」現代最高のクラリネット奏者ポール・メイエによる
待望のリサイタルをお贈りします。578席の響き豊かな
ホールで聴く贅沢なひとときをお楽しみください。

長年小金井に住み、この地を愛する茂木大輔氏（NHK交響楽団首席
オーボエ奏者、指揮者）の呼びかけに集った、小金井ゆかりの名手とその
仲間たちによるオーケストラが奏でる小金井でしか聴けない音色。今年
はさらに、交流センターが誇るスタインウェイ･ピアノの選定者である
小山実稚恵のピアノが加わり、華やかに開催。小金井ならではの極上の
アンサンブルを味わう珠玉の時間をお楽しみください。

ポール・メイエ
クラリネット・リサイタル
エリック・ル・サージュ（ピアノ）

出演　茂木大輔（指揮）、小山実稚恵（ピアノ）、こがねいガラ･オーケストラ

こがねい
ガラ・コンサート2014

10 木

19:00  大ホール

一般発売間もなく

23

10 日

15:00  大ホール

一般発売間もなく

26

“今秋、小金井だけで開催するプレミアムな一夜”

会員 S席4,500円 / A席4,000円【全席指定】S席 5,000円  A席4,500円  学生2,000円

会員 S席4,500円 / A席3,600円【全席指定】S席 5,000円  A席4,000円  学生2,000円

©Vandoren Edith Held

©Wataru Nishida

※発売初日は、チケットデスク電話受付のみとなります。

見て!聞いて!!体験する!!!

7月23日（水）～27日（日）　10：00～21：00
交流センター　マルチパーパススペースD（スペース「N」）
シェイクスピアを自由に楽しめる空間です。お気軽にお立ち寄りください。

6月14日（土）申込み受付開始　
お電話にてお申込みください。

ご予約不要です。
直接会場へお越しください。（できるだけ動きやすい服装でご参加ください）

シェイクスピア・カフェ　　
好きなお茶を片手に、みんなで楽しめる講座です。
各回19：00～　定員20名（先着順）

　Ⅰ. 7月23日（水）「日本の人形劇とシェイクスピア」  
      　　　　　　結城孫三郎（江戸糸あやつり人形結城座）
　Ⅱ. 7月24日（木）「シェイクスピアってどんな人？」                
      　　　　　　近藤弘幸（東京学芸大学教育学部准教授）
　Ⅲ. 7月25日（金）「『ハムレット』を体感してみよう！」                      
      　　　　　　近藤弘幸（東京学芸大学教育学部准教授）

親子で楽しむ
シェイクスピア♪　　

　「シェイクスピア物語の読み聞かせ」
　7月23日（水）11：00～ 13：00～
　7月24日（木）11：00～ 
　7月25日（金）11：00～ 
   「シェイクスピアの劇場を
     作ってみよう（クラフトアート）」
　7月24日（木）・25日（金）　
                     13：00～15：00

開催期間

開催場所

http://koganei-civic-center.jp/



7月 8日（火）・15日（火）/休館日
Jul7

平成26年5月10日現在

■ 催し物カレンダー
　　  

※ こちらに掲載されている催し物に関するお問合せは、
     各お問合せ先へお願いします。

　　　    マークが付いている公演のチケットは
交流センター 2階窓口でもお取り扱いがございます。
チケットの残数はお問合せください。

チケット

■応募期間：各公演により異なります。［指定期間内必着］
■応募方法：往復はがきに、希望公演・席種・枚数（公演により異なります）・
　　　　　　住所・氏名・ふりがな・電話番号を記入の上、
                               小金井市民交流センターチケット申込係へ（1人1通）。

詳細は、各公演のチラシや交流センターのホームページをご確認ください。

［ チケットデスク ］ チケットのご予約はこちら

TEL: 042-380-8099

〈交流センター主催公演　小金井市内先行受付・応募方法〉 
小金井市内在住・在勤・在学の方は、一般発売に先駆けてお申込いただけます。（応募者多数の場合、抽選）

■重複応募や記入不備、電話・FAXでの申込み無効
■公演により、席数の制限あり。配席はお任せいただきます。
※ご応募頂きました個人情報は、市内先行チケット申込の
　抽選ならびに、当落結果送付以外の目的では使用いたし
　ません。

            http://koganei-civic-center.jp/

 
〒184-0004 東京都小金井市本町6-14-45  
            　　（JR中央線「武蔵小金井駅」 南口徒歩1分）
休館日：第2・3火曜日 （祝日の場合はその直後の平日）、 
              年末年始および保守点検日
● 開 館 時 間：9：00～22：00
● 受 付 時 間：9：00～20：00
　(施設利用申込・お支払、チケット委託販売申込）
● チケット受付：10：00～19：00（チケットの購入・予約）  

平成26年6月15日発行　
編集・発行：小金井市民交流センター 指定管理者 こがねいしてぃ共同事業体 受付時間：9：00～22：00

［ お問い合わせ ］ 

TEL: 042-380-8077
受付時間：10：00～19：00

広告

前売り・問い合わせ：東京混声合唱団事務局 　TEL 03-3226-9755  http://toukon1956.com/
※小金井市民交流センターチケットデスクのみ取扱い　こがねいメンバーズ会員　3,200 円

日　時：9月 3日 ( 水 )　19:00 開演
場　所：小金井市民交流センター 大ホール
入場料：全席自由　3,500 円

楽しい東京混声合唱団
スペシャルコンサート

池辺晋一郎の指揮とお話による
楽しい東京混声合唱団
スペシャルコンサート

池辺晋一郎の指揮とお話による

指揮・お
話・作曲・

編曲

池辺晋一
郎

ピアノ：浅
井道子　

合唱：東
京混声合

唱団
MEET THE CHORAL BEATLES
Little by Little

窓の声、光の声
六つの子守歌   池辺晋一郎作曲・編曲　

交流センターの施設や取り組みをわかりやすく紹介した展示や、オリジナル
うちわ作りコーナー、記念写真コーナー等をご用意してお待ちしています。
休憩スペースや授乳室もありますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

小金井市民交流センター　042-380-8077

7月26日（土） ・ 27日（日）　交流センターでも、
小金井阿波おどりを楽しもう！

小金井阿波おどり応援イベント

曜 日 会場 催物名 時 間 入場料金など お問い合せ先

19（土） 大ホール

《ありがとうを伝えたくて》
ピアノ独奏・連弾、独唱・二重唱、
ヴァイオリン独奏、
琴・尺八・ギター

18:30 開場
18:45 開演

【全席自由】
無料

[田中舘]
TEL 0422-31-5765

19（土） 小ホール ソシアルダンス 13:10 開場
13:20 開演

【全席自由】
700円

クインテット
TEL 042-381-3863

19（土）～
23（水） ギャラリー 第3回 JUKU いまさら写真展 10:00～17:00 無料 いまさら塾[伊丹]

TEL 042-381-6084

20（日） 小ホール 児童舞踊 モダンバレエ 発表会 16:30 開場
17:00 開演

【全席自由】
無料

はしづめグループ 
スタジオＢ．Ｂ[馬場]
TEL 042-486-2169

小ホール 第18回 音楽会 未定 【全席自由】
無料

[大友]
TEL 042-386-0793

22（火）

小ホール
語りと映像でつづる
「真っ赤な芥子たち」
「きかせてよ きみの物語を」

18:30 開場
19:00 開演

【全席自由】
前売 1,500円
当日一般   　
　　2,000円
当日学生 　
　　1,500円

ハチドリ
[小渕]TEL 042-387-3294
[千葉]TEL 042-301-818623（水）

①13:30 開場
　14:00 開演
②17:30 開場
　18:00 開演

24（木） 小ホール 武蔵小金井スマイル合唱団 10:00～11:30 体験無料
武蔵小金井スマイル合唱団
[本部]TEL 03-6304-0161
[大舘]TEL 042-301-8495

25（金） 小ホール 武蔵小金井スマイル合唱団 10:00～11:30 体験無料
武蔵小金井スマイル合唱団
[本部]TEL 03-6304-0161
[大舘]TEL 042-301-8495

26（土） 大ホール 柴山昌宣・晴美門下生による
声楽発表会

13:15 開場
13:30 開演

【全席自由】
無料

アンダンド・ベーネ
TEL 042-387-7255

26（土） 小ホール マリエッタダンスパーティ 13:20 開場 500円 マリエッタ
TEL 042-336-5649

27（日） 小ホール Musica Deliciosa ピアノ発表会 12:00 開場
13:00 開演

【全席自由】
無料

［田中］
TEL 080-6511-4410

27（日）～
8/2（土）ギャラリー 田中幸一 作品展（油絵）

12:00～18:00
初日13:00～
最終日～17:00

無料 [田中]
TEL 042-312-1270

28（月） 小ホール

みんなで歌おう青春歌の広場
パリ祭にちなんでスペシャルゲスト
シャンソン歌手 湯川あき＆
アコーディオン奏者 マツオカ利休

13:30 開場
14:00 開演

【全席自由】
会費 600円
（初めての方は
要事前申込み）

みんなで歌おう青春歌の
広場[杉本]
TEL 080-1323-9940
Kaya1@viola.ocn.ne.jp

29（火） 大ホール プロムジカ女声合唱団 
小金井公演

18:00 開場
18:30 開演

【一部指定】
大人 4,000円
学生 3,500円

日本ハンガリー合唱交流
委員会[後藤田]
TEL 03-3416-1538/090-
4963-0919
gotoda@mve.biglobe.ne.jp
TEL 03-3643-4171
（不二印刷工芸社 昼間のみ）

30（水）

大ホール ロシア国立ペルミバレエ学校
本校・日本校 共創公演

17:00 開場
18:00 開演

【全席自由】
2,900円

ロシア国立ペルミバレエ
学校 日本校
TEL 0422-26-7839
FAX 0422-26-7849
permballet-kyoumuka@
   cotton.ocn.ne.jp
http://www.permballet- 
  japan.com

31（木） 15:00 開場
16:00 開演

31（木） 小ホール チャリティーコンサート
「音でつながる支援の輪」

18:30 開場
19:00 開演

【全席自由】
前売 1,500円
当日 2,000円

トワ・ムジカ[橋本]
TEL 090-9335-9952
trois.musica@gmail.com

曜 日 会場 催物名 時 間 入場料金など お問い合せ先

2（水） 小ホール ソシアルダンスの集い 13:10 開場
13:20 開演

【全席自由】
700円

メイプル[天内]
TEL 042-388-4831

4（金） 小ホール 「ある精肉店のはなし」小金井上映会

①  9:45 開場
　10:00 開演
②13:30 開場
　14:00 開演
③18:30 開場
　19:00 開演

【全席自由】
一般前売
　  1,200円
一般当日
      1,500円
高校生以下
当日のみ
          500円

やしほ映画社
TEL 0422-38-6424
info@yashihofilms.com

5（土） 大ホール
　　　　　   〈EXCITING STAGE〉

森山良子 
Premium Classical Live

15:30 開場
16:00 開演

小金井市民交流センター
チケットデスク
TEL 042-380-8099

5（土） 小ホール
ソフィア初プロデュース公演
知るほどに奥深い！
ジャズヴォーカルの世界

13:30 開場
14:00 開演

【全席自由】
2,800円

ソフィア（ジャズヴォーカ
ルを学ぶ会）
[佐川] TEL 0422-55-2589
[荒木] FAX 03-3928-8875
[みづもと] midumoto@
gmail.com

5（土） 小ホール 「愚見抄」出版を祝う会 18:00 開場
18:30 開演

関係者のみ入
場可

［武井］
TEL 042-385-1010

5（土） ギャラリー
アトリエ南サロン展
～藤本良毅アートの世界～
南波正昭、南波真知子作品 他

10:00～21:00 無料 アトリエ南
TEL 090-5525-4847

6（日） 大ホール ロシア音楽フェスティバル2014 13:30 開場
14:00 開演

【全席自由】
2,500円

音楽企画「マイスキーヴェー
チェル・プロジェクト」
FAX 03-3958-7918
mv-pro@live.jp

7（月） 小ホール 武蔵小金井スマイル合唱団 10:00～11:30 体験無料
武蔵小金井スマイル合唱団
[本部]TEL 03-6304-0161
[大舘]TEL 042-301-8495

7（月）～
13（日） ギャラリー「多摩を描く会」展

10:00～18:00
最終日～17:00 無料

「多摩を描く会」[三浦]
TEL 042-502-6672

10（木） 小ホール 武蔵小金井スマイル合唱団 10:00～11:30 体験無料
武蔵小金井スマイル合唱団
[本部]TEL 03-6304-0161
[大舘]TEL 042-301-8495

10（木） 小ホール 朗読公演
香津子の朗読ア・ラ・カルト

13:30 開場
14:00 開演

【全席自由】
無料

朗読教室「径」の会[依田]
TEL 090-2048-1145

11（金） 大ホール 智子＆佳代子のモーニング
コンサート

10:00 開場
10:15 開演

【全席自由】
1,200円

加也コラボ[杉本]
TEL 080-1323-9940
kaya1@viola.ocn.ne.jp

11（金） 小ホール 林谷昭子 音楽研究室
第24回 おさらい会

18:30 開場
19:00 開演

【全席自由】
無料

林谷昭子 音楽研究室
TEL 042-384-7081

12（土） 大ホール 第10回 宮地楽器 二胡発表会 14:00 開場
14:30 開演

【全席自由】
無料

宮地楽器 MUSIC JOY 神田
TEL 03-3255-2757

12（土） 小ホール ）督監雄聖金（」めんは花「画映
上映会

19:00 開場
19:20 開演

【全席自由】
一般 1,000円

映画「SAYAMA」製作委員会
[陣内]
TEL 042-316-5882

13（日） 大ホール 映画『うまれる』
小金井自主上映会

14:00 開場
14:30 開演

【全席自由】
大人（高校生以上）
前売  1,000円
大人（高校生以上）
当日  1,300円
中学生以下
一律　 500円

映画『うまれる』小金井自主
上映会実行委員会[白井]
TEL 080-7006-8964
umareru.koganei@gmail.com
http://kokucheese.com/   
  event/index/141195/

13（日） 小ホール ピアノ発表会 開場時間未定
13:00 開演予定

【全席自由】
無料

エリーさんのひつじたち
TEL 090-6473-8664

13（日） 小ホール Music Concert 18:30 開場
18:45 開演

【全席自由】
無料

Gruppe Musica[ハシヅメ]
TEL 090-5309-3535

16（水） 小ホール レクダンス交流会  10:00 開場 【全席自由】
無料

小悠連レクレーション部
[石合]
TEL 042-381-3999

17（木） 小ホール 駅前ダンスパーティー 13:15～16:00 一般 700円会員 500円

小金井市ダンススポーツ連盟
[事務局 小松]
TEL 042-384-1911 

19（土） 大ホール 柳家三三 独演会
13:00 開場
13:30 開演

【全席指定】
3,800円

ときめきチケットセンター
TEL 03-6300-6510
http://tokimeki-t.info

小金井市民交流センター友の会

チケット購入時の同時入会も可能です!
※有効期限内に更新手続完了の場合に限ります。

「こがねいメンバーズ」

チケットの
10%

割引販売※2 チケット
無料郵送

公演情報
のご郵送
（月1回）

会員向け
イベントの
開催

提携店での
各種特典

チケットの
先行予約※1

「こがねいメンバーズ」の 会員特典お得なお得な

初年度年会費:3,000円　
次年度以降、更新時の年会費2,000円

連雀通

武蔵小金井駅

前原坂上小金井消防署前

小金井市役所

小金井市役所
第二庁舎

西友ドン・キホーテ

南口

北口

イトーヨーカドー

新 宿

アクウェル
モール

ロータリー

八王子

JR中央線

フェスティバル
コート

小
金
井
街
道

※1   公演により、販売予定枚数に制限があります。　※2  公演・席種により、割引適用外・割引率が異なる場合があります。
※　友の会特典は主催公演に限ります。

● 入会手続き:小金井市民交流センター2階事務室にて（10:00~19:00）　
● 詳しくはパンフレット、ホームページをご覧ください。

商業
複合
施設

チケット完売

チケット

チケット

チケット

会員募集中!
小金井市外の方も大歓迎!

21（月・祝）
完売

だじゃれ
付き!
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