


曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

19（金） ○大 ピースフルサマーコンサート 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

小金井市少年少女合唱団
☎ 090-9345-1194

19（金）
〜21（日） ○G 書道展 10：00〜18：00 無料 搨淬書舎（とうさいしょしゃ）[ 横井 ]

☎ 090-3203-1828

20（土） ○大 第 32 回 ちいさな音楽会 12：00 開場
12：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

Space SOLA
 cisanaconcerto@gmail.com

20（土） ○小 「キヨミ」ダンスパーティー 13：10 開場
13：20 開演

一般 700円
会員 500円

キヨミダンス [ 関根 ]
☎ 080-5020-5293

20（土） ○小 はじめての「歌うドイツ語」 18：30〜20：30 1,000円
要事前申込

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

21（日） ○大 やっとかめ室内管弦楽団
第 3 回 演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
一般 1,000円
高校生以下500円

やっとかめ室内管弦楽団
 yattokame_gakudan

　 @yahoo.co.jp

22（月）
〜28（日） ○G

共催
平成28年度小金井市芸術文化振興計画
推進事業連携企画

「小金井と私 秘かな表現」生活展
想起のボタン

11：00〜19：00 無料
NPO 法人
アートフル・アクション
☎ 050-3627-9531
HP http://artfullaction.net

23（火） ○小 リンデピアノ教室
専門コース ミニコンサート（試演会）

13：20 開場
13：40 開演

一部指定
無料
要事前申込

リンデピアノ教室 [ 小川 ]
☎ 042-382-7021

 k.linde@sirius.ocn.ne.jp

23（火） ○小 はじめての「合唱」  2 日目 19：00〜21：00 2,000円(全2回)
要事前申込

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

24（水） ○小 社交ダンス 二番星 13：15 開場 700円 二番星 [ 樋口 ]
☎ 090-5785-3349

25（木） ○小 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
☎ 03-6304-0161[ 本部 ]
☎ 042-385-7426[ 大森 ]

25（木） ○小 Want to SING ?! 発表会 14：30 開場
15：00 開演

全席自由
無料

Want to SING?!
☎ 080-5385-2732

 j.with2girls@ezweb.ne.jp

26（金） ○小 ソシアルダンス 13：10 開場
13：20 開演 700円 クインテット[ 前田 ]

☎ 042-381-3863

27（土） ○大 アンサンブル・フリー EAST
第 6 回 演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,000円

アンサンブル・フリー EAST 事務局
☎ 090-6044-1882

 efree.east@gmail.com 
HP http://ensemblefree.jp/

27（土） ○小 夏休み木工チャレンジ 2016
体験工房 未定

全席自由
木工体験付入
場料1,000円
入場のみ200円

木工チャレンジ実行委員会
（株）タカキホーム [ 山﨑 ]

☎ 042-387-5555
 natsuyasumi@takakigroup.net

HP https://www.facebook.
　  com/mokko201628（日） ○小 夏休み木工チャレンジ 2016

歌って、遊んで、表彰式 未定 無料

28（日） ○大 サマー ･ ジョイント ･ コンサート 
2016

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

[ ミモザ ]
☎ 042-323-0329
[ マロニエ ]
☎ 048-463-4564
[ プロティアコーラス ]
☎ 042-325-1480

29（月） ○大 みんなで歌おう青春歌の広場 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700 円
初めての方は
要事前申込

みんなで歌おう青春歌の広場
[ 林 ]
☎ 090-9365-1235

30（火） ○小 @jug ジャグリングステージ 2016
① 13:30 開場
　 14:00 開演
② 17:30 開場
　 18:00 開演

全席自由
無料

東京農工大学
ジャグリングサークル@jug

 atjugatjug@yahoo.co.jp

2016 年 6 月 10 日現在
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曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

7/30（土）
〜8/2（火） ○G

島津アトリエ工房
アトリエカラフル美術教室

「ディティール」第 2 回企画展

10：00〜20：00
初　日12：00〜
最終日〜16：00

無料

島津アトリエ工房
アトリエカラフル美術教室
代表 [ 島津 ]
☎ 090-6160-3618

 OcbO241078z125k@ezweb.ne.jp

3（水） ○小 ①地球のエネルギー交流磁気
②幸せは自分の心が決める 食事道

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

（株）健康館 [ 耕納 ]
☎ 042-387-6473
FAX 042-387-6479

4（木）
5（金） ○G 夏期学外展

4 日
10：00〜18：00
5 日
 9：00〜17：00

無料 [ 中原 ]
 k-basket611@docomo.ne.jp

5（金） ○小 ソシアルダンスの集い 13：10 開場
13：20 開演 700円 メイプル [ 天内 ]

☎ 042-388-4831

6（土） ○大 東京農工大学吹奏楽団
サマーコンサート

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

東京農工大学吹奏楽団[岡野]
 tuat.suisougakudan@gmail.com

6（土） ○小 音楽教室発表会 10：15 開場
10：30 開演

全席自由
無料

音楽教室発表会
 sorellapf@gmail.com

HP http://sorellapf.web.fc2.com

6（土） ○小 マリエッタダンスパーティ 13：10 開場 500円 マリエッタ
☎ 042-336-5649

7（日） ○大
公演

FOCUS こがねい
映画「躍る旅人
－能楽師・津村禮次郎の肖像」

① 10:00 開場
　 10:30 開演
② 14:30 開場
　 15:00 開演

全席自由
前売 500円
当日 700円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

7（日） ○小
響の会
ヴァイオリン ヴィオラ 
ピアノ コンサート

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

中塚音楽教室 [ 中塚 ]
☎ 042-326-1166

 nakatuka@art.email.ne.jp

8（月） ○小 作って 動いて 絵本の世界へ 13：40 開場
14：00 開演

全席自由
材料費 200円
要事前申込

特定非営利活動法人
遊び・文化 NPO 小金井こらぼ
☎ & FAX 042-384-2569

（火･金 10時〜15時）
 koganei.kodomo@gmail.com

11（木・祝） ○大
クラシックバレエグループ
TEAM GOTO
& ボア・コロンブ バレエ科
ジョイント・バレエ パフォーマンス 2016

16：30 開場
17：00 開演

全席自由
前売 2,000 円
当日 2,500円

クラシックバレエグループ
TEAM GOTO
☎ 090-8101-8927[ 五島 ]

 yyug@mac.com[ 高橋 ]

11（木・祝） ○小 小さな音楽会
（ピアノ、ヴァイオリン、チェロの発表会）

11：30 開場
12：00 開演

全席自由
無料

オクムラ音楽教室
☎ 042-382-7034

13（土） ○大
第 23 回 高田紀男・沢田加代子
クラシックバレエスタジオ

（T.S.B. スタジオ）発表会
15：00 開場
15：30 開演

全席自由
無料

T.S.B. スタジオ
☎ 0422-54-8771

14（日） ○大 チャリティーコンサート 
for 熊本地震

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
1,000円

チャリティーコンサート for 
熊本地震 実行委員会
認定 NPO 法人 
おんがくの共同作業場
☎ 042-522-3943

 npo@gmaweb.net

15（月） ○大 第一混声合唱団コンサート 2016 18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,500円

第一混声合唱団 [ 印牧（かねまき）]
☎ 0422-51-1403
☎ 090-5548-5030

17（水） ○小 はじめての「合唱」  1 日目 19：00〜21：00 2,000円(全2回)
要事前申込

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

18（木） ○小 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
☎ 03-6304-0161[ 本部 ]
☎ 042-385-7426[ 大森 ]

18（木） ○小 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 ]
☎ 042-384-1911 

はじめての「合唱」
はじめての「歌うドイツ語」

※申込方法等の詳細は、HP、館内設置のチラシをご確認ください。

※練習日程等詳細は、HP、館内設置のチラシをご確認ください。

【日　程】 ① 8 月 17 日（水）  ② 8 月 23 日（火） （全 2 回）
【時　間】 19：00 〜 21：00
【場　所】 小ホール
【講　師】 長谷川冴子（全日本合唱連盟常務理事

  東京少年少女合唱隊正指揮者）
【参加費】 2,000 円（2 回）
【募集人数】 50 名　※中学生以上対象

【公演日時】 2017年3月4日（土）16：00 開演
【出 演 者】 指揮：三ツ橋敬子 ソプラノ：竹多倫子
 アルト：清水華澄 テノール：吉田浩之
 バリトン：小森輝彦
 管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
 合唱指導：泉 智之

【日　程】 8 月 20 日（土）
【時　間】 18：30 〜 20：30
【場　所】 小ホール
【講　師】 三ヶ尻正（歌唱発音指導者）
【参加費】 1,000 円
【募集人数】 50 名　※中学生以上対象

　はじめての「合唱」 　はじめての「歌うドイツ語」

合唱の魅力やハーモニーを味わう喜び、
ドイツ語の歌を歌うための発音などについて、楽しみながら体験。
興味はあるけれど始めるきっかけがなかった方、
以前やっていたけれどもう一度やってみたい方、一緒に一歩を踏み出してみませんか。

2017 年 3 月に開館から 5 年を迎えることから、
市民と共に 5 周年を祝うベートーヴェン「第九」公演を開催、合唱参加者を募集します。

参加者募集中

ベートーヴェン「第九」　合唱参加者募集

【募集人数】100 名程度（応募多数の場合抽選）
【参 加 費】 6,000 円
【募集期間】 2016 年8月1日（月）〜9月16日（金）必着
【応募方法】 応募用紙にご記入のうえ、ご提出ください
 （郵送・FAX 可）。

8 月 イベントCALENDAR ※こちらに掲載されているイベント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、当館 2 階事務室、 
　 マークが付いている公演のチケットは、インターネットチケットサービス、 
　 マークが付いている公演のチケットは、チケットデスク専用電話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。
※会場　○大 …大ホール　○小 …小ホール　○G …市民ギャラリー

休館日…8 月 9 日（火）・16 日（火）

●住 所：〒184-0004 東京都小金井市本町 6-14-45 
　　　　　　　（JR 中央線「武蔵小金井駅」南口駅前）
●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（チケット購入・予約）
平成 28 年 7 月 15 日発行 vol.50　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

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

連雀通り連雀通り

お問合せはこちら

チケットのご予約は
こちら

☎042-380-8077 受付時間：9：00 〜 22：00

チケットデスク
インターネット
チケットサービス http://koganei-civic-center.jp/

☎042-380-8099 受付時間：10：00 〜 19：00

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）
■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（1人2 枚まで）・
　　　　　  氏名・ふりがな・住所・電話番号を記入の上、 
　　　　　 小金井 宮地楽器ホール 市内先行申込係へ（1 人 1 通）

■重複応募や記入不備、電話・ＦＡＸでの申込無効
■公演により、席数の制限あり。配席はお任せいただきます。
※ご応募いただ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。

主催公演 小金井市内先行受付・応募方法

★主催公演時に 3 階大ホール カフェカウンターでご利用いただける『ドリンク割引券』も差し上げます。
※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、一部の共催 ･ 協力公演に限ります。

チケットの先行予約 ※１

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

特典 1

特典 2
特典 3
特典 4
特典 5
特典 6

チケット購入時の同時入会可能

年会費2,000円

友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！！

立川志らく 独演会

会  場 【全席指定】3,500円料  金

2016.11.20 13:30開演（13:00開場）日

立川談志イズムを継承していると評判の立川志らくが、小金井で独演会を！
独特のセンスで綴る軽妙な志らく落語を是非この機会に。

小金井 宮地楽器ホール 大ホール
主催：ときめき落語会・（株）ラルテ・（株）NSTS
協力：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

撮影＝山田雅子【チケット・問合せ先】ときめきチケットセンター：03-6300-6510（平日10：00～17：00）

広告


