


曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

18（金） ○大 森貴子とダームジョワイユーズ
Special

16：30 開場
17：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

[ 森 ]
☎ 090-1616-4548

18（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

18（金） ○小 Real Tango！
情熱と哀愁のアルゼンチンタンゴ

19：00 開場
19：15 開演

全席自由
前売 3,800円
前売ペア6,000円
当日 4,000 円

Real Tango！[ 古橋 ]
☎ / FAX 03-3675-8979

 yuquiviolin@rouge.plala.or.jp

19（土） ○大 小金井市民オーケストラ
第 33 回 ファミリーコンサート

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
1,000 円

小金井市民オーケストラ
事務局 [ 大和田 ]
☎ 0422-31-3582

19（土） ○小 ひまわり保育園 10 周年記念行事   9：45 開場
10：00 開演

全席自由
無料

特定非営利活動法人
ひまわり子育てねっと
ひまわり保育園 [ 鈴木 ]
☎ 042-383-2788
☎ 090-5414-8975[ 竹本 ]

19（土） ○小 紙芝居っておもしろい！ 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

郁子の紙芝居 [ 守永 ]
☎ 042-388-8335

20（日） ○大 主催
レセプショニスト講座 17：30〜20：30 1,000円 小金井 宮地楽器ホール チケットデスク

☎ 042-380-8099

20（日） ○小 「鵜﨑庚一のソルフェージュ」と
「名曲」コンサート

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
1,000円

[ 市村 ]
☎ 042-325-4796

21（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

21（月） ○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

22（火） ○大 2016年 第7回 アフタヌーンコンサート
ソプラノ 山本洋子

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
2,800円

[ 山本 ]
☎ 090-6112-9478

22（火） ○小 親子による名歌の夕べ 18：30 開場
19：00 開演

全席自由
前売 2,000円
当日 2,500円

[ 作山 ]
☎ 080-3700-3516

 utahimecarina@yahoo.co.jp

23（水・祝） ○大 久我山フラウエンコール
Autumn Concert 2016

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
1,000 円
※久我山関係者
前売 500円
在校生無料

[ 合木 ]
☎ 03-3331-2754

23（水・祝） ○小 ピアノ発表会 12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

いしだピアノ教室
HP http://ishidapiano.com

23（水・祝）
〜 29（火） ○G 写真展

10:00〜18:00
初 日12:00〜
最終日〜15:00

無料 フォトクラブ小金井 [ 内藤 ]
☎ 042-301-5205

25（金） ○大 くにたち女声合唱団
第 18 回演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

くにたち女声合唱団 [ 諸井 ]
☎ 042-576-0358

25（金） ○小 ENSEMBLE CON ANIMA
～心と魂を込めて～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般 2,000円
学生･シニア1,500円

[ 鈴木 ]
☎ 090-2225-7535

26（土） ○大 「野火」小金井上映会 18：40 開場
19：00 開演

全席自由
大人 1,300円
大人前売 1,000 円
高校生以下 500円

《戦争と平和》連続上映会
☎ 042-380-8270

27（日） ○大 J.S.BACH ロ短調ミサ曲 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,800円

国分寺チェンバークワイア [ 中重 ]
☎ 042-381-4768
HP http://kokubunjichamber.blog33.fc2.com/

27（日） ○小 児童館の 50 歳を祝おう！
じどうかんフェスティバル 2016 11：00 開演 全席自由

無料
小金井市子ども家庭部児童青少年課
貫井南児童館 [ 鈴木 ]
☎ 042-383-9777

29（火） ○大 前進座創立 85 周年記念公演
「たいこどんどん」

① 12:00 開場
　 12:30 開演
② 16:30 開場
　 17:00 開演

全席指定
一等席 8,000 円
二等席 6,000 円
ユースチケット(30歳以下)

3,000円

前進座
☎ 0422-49-0300

29（火） ○小 就職面接会 事前対策セミナー 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

東京しごとセミナー多摩
☎ 042-329-4524
HP http://www.tokyoshigoto.jp/tama

30（水） ○大
協力 公演

石田泰尚の華麗なる世界 
2016

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
3,500円

（有）ハルモニアハウス
☎ 080-4174-1492

 paxmanm83pyatt@gmail.com

30（水） ○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

30（水） ○小 MIUSICARIUM
～若き音楽家たちのコンサート～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
700円

東京学芸大学音楽科有志 他 [ 代表：中村 ]
 musicarium.n@gmail.com

2016 年 9 月 10 日現在

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

1（火） ○大 協力 公演

ザクセン声楽アンサンブル
18：30 開場
19：00 開演

全席指定
完売

公益財団法人 武蔵野文化事業団
☎ 0422-54-2011

3（木・祝） ○小 APA 第 3 回
ドホナーニ室内楽全曲演奏会

12：00 開場
12：30 開演

全席自由
無料

APA 中央線例会 [ 吉田 ]
☎ 080-4123-4464

 apa.chuosen@gmail.com
3（木・祝）

〜 7（月） ○G フランスの美しい村の旅
墨彩画の世界

11:00〜19:00
初日 14:00〜 無料 [ 新井 ]

 atsuoya@gmail.com

4（金） ○大 シャンソンフェスティバル 
in 小金井

17：00 開場
17：30 開演

全席自由
5,000円

オフィスさいとう
☎ 080-1353-5667
FAX 03-3390-3759

4（金） ○小 介護の日
「小金井市民総活躍社会」

  9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料

小金井市介護事業者連絡会事務局[橋本]
☎ 042-401-2925

5（土） ○大 歌謡曲の合唱 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

シルバー歌謡合唱団 ふじの会[ 並木 ]
☎ 090-5552-6636

5（土） ○小 マリエッタダンスパーティ 13：10 開場
13：20 開演 500円 マリエッタ

☎ 042-336-5649

5（土） ○小 早稲田大学小金井稲門会
第 58 期総会

18：00 開場
18：20 開演

全席自由
無料
関係者のみ入場可

早稲田大学小金井稲門会
HP http://koganei-tomonkai.com/

6（日） ○大 東京都高等学校文化連盟音楽部門
2 地区大会

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
無料

東京都高等学校文化連盟
2 地区顧問 [ 藤井（大東学園高等学校）]
☎ 03-3483-1901

6（日） ○小 小金井・みんなでコンサートVol.4
ベートーベン VS モーツァルト

① 10:00 開場
　 10:30 開演
② 12:30 開場
　 13:00 開演
③ 14:30 開場
　 15:00 開演

全席自由
前売1,000 円
(販売10/31まで)
当日 1,500 円

アンサンブルマタン
☎ 090-1447-9625[ 山口 ]

 ensemble.matin@gmail.com

6（日） ○小 CROMA LATINA JAPAN TOUR 19：15 開場
19：30 開演

全席自由
前売 4,500円
当日 5,000 円

Latinochanell AudioVisual[金子]
☎ 090-5435-1200

 latinochanell@gmail.com

7（月） ○大 井上佳代子ソプラノリサイタル
～ Preghiera 祈り～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,500円

[ 井上 ]
☎ 090-6518-9350

9（水） ○大 早実・明大明治中学校
進学講演会

  9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

株式会社 早稲田アカデミー
HP http://www.waseda-ac.co.jp

9（水） ○大
チャリティー公演

「モンゴル・エヘシゲレン民族
伝統音楽芸術舞踊団」

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
3,000円

国際ソロプチミスト東京－小金井
☎ 070-5544-0618

9（水） ○小 平成28年分 年末調整説明会   9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料

小金井市役所市民税課
☎ 042-387-9819
武蔵野税務署
☎ 0422-53-1311

9（水）
〜14（月） ○G 水彩画展

10:00〜18:00
初 日14:00〜
最終日〜16:00

無料 彩の会 [ 苅部 ]
☎ 042-381-7343

10（木） ○大 第 3 回 典雅きもの甲子園 決勝戦 10：30 開場
11：00 開演

一部指定
無料
要事前申込

典雅きもの学院本部 甲子園担当
☎ 0120-070-381（フリーダイヤル）

 info@tenga.jp

12（土） ○大
○小 第 67 回 小金井市農業祭 13:00〜16:30

無料 小金井市経済課
☎ 042-387-9882

13（日） ○大   9:30〜14:30

14（月） ○大 BOTTOMS The 6th Concert
～日本唯一のチューバオーケストラ～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般   800円
学生   500円
J.E.T.A 会員
一般   700円
学生   400円
当日  各200円増

[ 澤田 ]
☎ 090-2626-5226

 kcm.tuba@gmail.com

16（水） ○大 第 14 回 定期演奏会 17：30 開場
18：00 開演

全席自由
1,000円

コール・セレネ [ 瀧上 ]
☎ 042-381-4315

16（水） ○小 レクリエーションダンスのつどい   9：30 開場
10：00 開演

無料
要事前申込

小悠連事務局
☎ 042-301-6363

17（木） ○大 藍澤幸頼の聞きたい方々 SPECIAL 18：00 開場
18：30 開演

全席指定
8,000円

（株）紫龍工作室
☎ 042-323-2895

17（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 ]

17（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 

17（木）
〜22（火） ○G 東京水彩会展 10：00〜18：00

最終日〜16:00 無料 東京水彩会展 [ 五木田 ]
☎ 042-385-7859

11 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…11 月8日（火）・15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 10 月 15 日発行 vol.53　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

沖 仁フラメンコギター
コンサート

会  場

【全席指定】　5,500円（税込）料  金

2017.2.3（金）19：00開演（18：30開場）

「第5回 ムルシア“ニーニョ・リカルド”フラメンコギター国際コンクール」
国際部門で優勝。日本人として初の快挙を成し遂げたギタリスト、
沖仁のコンサートがついに決定！

小金井宮地楽器ホール 大ホール

【チケット・問合せ先】  サンライズプロモーション東京　☎ 0570-00-3337 （全日10：00～18：00）
【チケット】  小金井 宮地楽器ホール（窓口のみ）、各プレイガイド

主催：サンライズプロモーション東京　
共催 : 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

10/22（土）  10：00発売

広告

※小金井市外の方も大歓迎　※詳しくは、パンフレット、ホームページをご覧ください。

特典 1
特典3 特典 4

特典 5 特典 6

特典 2

友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！！ 年会費2,000円
チケットの先行予約 チケットの１０％割引販売
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

10 月 1 日から当館 1 階マルチパーパススペースの利用ルールが一部変更になりました。
主な変更は、受付期間（利用日の 14 日前まで）、施設予約の流れ、予約可能件数などです。
詳しくは、当館ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。

マルチパーパススペースの利用ルール変更お知らせ

11
NOVEMBER

「聞いて得する」「ちょっと話したくなる」ミニ講座。
飲み物を片手に当館 1 階「スペース『Ｎ』」まで
お気軽にお集まりください。
●各回 10：00 開場／ 10：30 開講（約1時間）
●定員 先着 30名
※友の会のみ事前申込可（10席分、会員1名につき2席まで）
　⑲・⑳ 10/15（土）10:00 〜（初日は電話受付のみ）
※当日受付の際、上島珈琲店（CELEO 武蔵小金井2階）の
　割引クーポンを差し上げます。

〈入場無料・事前申込不要〉

第 ●19 回

第 ●20 回

「生涯、歌い続けるために」

「寄席文字ってなに？」

11 月 6 日
（日）

11月20日
（日）

講師：波多野睦美（メゾソプラノ歌手）

講師：橘紅樂（橘流寄席文字書家）

イベントなび 10 月号掲載の『レセプショニスト講座』は、諸般の事情により11月20日（日）に
日程を変更して開催します。掲載後の変更となりましたことをお詫び申し上げます。


