


曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

16（金）
〜19（月） ○G

パッチワークスタジオ QUILTBOX
第 8 回作品展

「見に来てね！私のキルト」
10：00〜18：00
最終日〜16：00 無料

[ 中重 ]
☎ 042-381-4768
HP http://www.quiltbox.net/

17（土） ○大
公演

こがねいクリスマス・コンサート
荘村清志×福田進一 DUO
with 波多野睦美

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
S席 4,000円
A席 3,500円
学生2,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

17（土） ○小
島津アトリエ工房 ･
アトリエカラフル美術教室
クリスマス会工作 2016

9：15〜11：45 全席自由
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 ]
☎ 080-5485-7226

 k.t.kyoko.3131311117@
　 ezweb.ne.jp

17（土） ○小
ECCジュニア
小金井市･小平市有志による
クリスマスパーティー

14：20 開場
14：30 開演

700 円
要事前申込

[ 鬼山 ]
☎ 090-5550-8302

17（土） ○小
コーラス ･ インフィニ☆
クリスマスチャリティーコンサート 
2016

19：00 開場
19：15 開演

全席自由
1,000 円

[ 田原 ]
 onchorusinfini@gmail.com

18（日） ○大 '16 バレエクリスマス
Ballet Work PETAL 勉強会

15：00 開場
15：30 開演

一部指定
無料

バレエワークペトル
☎ 042-385-7567

18（日） ○小
公演

クリスマス・ミニ・コンサート
出演：法政大学工学部マンドリンクラブ

① 12:45 開場
　 13:00 開演
② 15:45 開場
　 16:00 開演

全席自由
無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

19（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

19（月） ○小 地域栄養ケア勉強会 18：45 開場
19：15 開演

全席自由
無料
要事前申込

多摩府中給食施設協議会
府中小金井支部
特別養護老人ホーム
桜町聖ヨハネホーム[栄養部 永野]
☎ 042-381-1234( 代 )

21（水） ○大 大塚礼子バレエスタジオ
けいこおさめ会

17：30 開場
18：00 開演

（予定）

全席自由
無料
要事前申込

大塚礼子バレエスタジオ
☎ 03-3397-2522

21（水） ○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

22（木） ○大 バレエ ･メソッド
第 28 回 クリスマス発表会

17：30 開場
18：00 開演

一部指定
無料

バレエ ･メソッド[ 喜田 ]
☎ 090-4932-1127

 ballett.method@docomo.ne.jp

22（木）
〜27（火） ○G 絵画 栗の実展 10：00〜18：00

初日 11：00〜 無料 栗の実会会長 [ 渡辺 ]
☎ 090-1463-2585

23（金・祝） ○大 ぶりらんてコンサートvol.25 未定 全席自由
無料

[ 山川 ]
☎ 042-427-1459

23（金・祝） ○小 みんなで読もう！
「クリスマス朗読会」

14：15 開場
14：30 開演

全席自由
大人 1,200円
小･中学生 600円
要事前申込

リブ ･ サウンズ [ 佳山 ]
☎ 090-4748-6541

 kyosetsu@dream.ocn.ne.jp

24（土） ○小
かるがも教室 クリスマスお話会
子どものつくる指人形劇と
作品展示

　 12:00 開場
① 12:30 開演
② 15:00 開演

全席自由
無料

かるがも教室 [ 志村 ]
☎ 042-387-5000
HP http://karugamo-studio.com

25（日） ○大 Everly クリスマスコンサート 
in 小金井

①10:30 開場
　 11:00 開演
② 14:00 開場
　 14:30 開演

全席自由
大人 4,000円
19 歳以下

 2,000円

エバリーチケットセンター
 ticket@everly.jp

HP http://everly.jp

26（月） ○大 法政大学マンドリンクラブ
第52回 定期演奏会

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
無料

法政大学マンドリンクラブ
 hosei.mandolin.hmc@gmail.com

27（火） ○大 X'mas バレエ コンサート 未定
全席自由

無料
要事前申込

[ 田中 ]
 primavera.ballet.emi@

　 gmail.com

28（水） ○大 東京農工大学吹奏楽団
第 52 回 定期演奏会

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
無料

東京農工大学吹奏楽団
HP http://tuatwo.web.fc2.com

28（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
2016 年 10 月 10 日現在

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

2（金） ○大 東京五美術大学管弦楽団
ウィンターコンサート

18：00 開場
19：00 開演

全席自由
前売券 500円
当日券 600円

東京五美術大学管弦楽団
[ 神山 ]
☎ 090-1251-9904

 kakao0421@yahoo.co.jp

2（金）
〜 3（土） ○G 小金井市障害者週間

2 日
13:00〜17:00
3 日
10:00〜16:30

無料
小金井市自立生活支援課
☎ 042-387-9848

3（土） ○小 小金井市障害者週間
スペシャルイベント

  9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料

3（土） ○大 35周年記念 ピアノ発表会
オーケストラ入り

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

角田音楽教室
☎ 042-383-3277

4（日） ○大 民謡発表大会 10：00 開場
10：30 開演

一部指定
無料

小金井民謡連盟 [ 鈴木 ]
☎ 042-381-6238

4（日）
〜8（木） ○G 緑陶会 陶芸展

10:00〜17:00
初  日13:00〜
最終日〜16:00

無料 [ 星野 ]
☎ 042-384-2660

5（月） ○小
公益社団法人 
小金井市シルバー人材センター
設立40周年記念講演会

「脳卒中半身麻痺と
 リハビリテーション＆事前身体強化」

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
無料

（公益社団法人）
小金井市シルバー人材センター
☎ 042-383-6141
FAX 042-385-6241

5（月） ○小 Duo Lira 名曲コンサート 19：00 開場
19：30 開演

全席自由
一般  2,000円
日本アレンスキー
協会会員1,500円

duo Lira
☎ 090-6704-5413[ 谷本 ]
☎ 090-4221-7857[ 高橋 ]

 russia.ongaku@gmail.com

6（火） ○大 エンジョイ・モーツァルト（パートⅡ） 18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,500円

アンサンブル・テオフィルス[吉井]
☎ 090-2508-6270

 w.a.m.tranquillo@nifty.com

6（火） ○小 映画「天皇と軍隊」上映会
（憲法カフェ拡大版）

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
大人 1,000円
学生　 500円

（当日各200円増）

小金井平和ネット
☎ 090-8179-9345

7（水） ○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

8（木）

○大 青二塾Ⅱ部 18期生 卒業公演

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
前売 1,200円
当日 1,500円

青二塾 [ 成田 ]
☎ 0422-21-7893

9（金）
① 13:30 開場
　 14:00 開演
② 17:30 開場
　 18:00 開演

10（土） ○小 I CANTORI 第4回本公演
プッチーニ作曲「ラ・ボエーム」

① 12:30 開場
　 13:00 開演
② 17:30 開場
　 18:00 開演

全席自由
3,500円

I CANTORI 担当者
☎ 080-5271-6196

 i.cantori.ticket@gmail.com

10（土） ○G 献血 10:00〜11:30
13:00〜16:00 無料

東京都赤十字血液センター
武蔵野出張所 事業課
☎ 0422-32-1100

11（日） ○大
東京農工大学・女子美術大学
混声合唱団
第 59 回 定期演奏会

15：30 開場
16：00 開演

全席自由
500円

東京農工大学・女子美術大学
混声合唱団

 nokojo.chorus@gmail.com

11（日） ○小 Ensemble Castor 4th Concert 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

Ensemble Castor
 ensemble_castor@yahoo.co.jp

15（木） ○小 駅前ダンスパーティー 13：15 開場 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 

16（金） ○小
デジタルパイプオルガンコンサート
No.10
ソプラノとパイプオルガンによる
～冬至（クリスマス）から春へ～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般1,500円
学生･ 65歳以上

1,000円

酒井多賀志公演会
[ 会長：山田 ][ 代表：酒井 ]
☎ 042-637-1345

 takashi@sakai-organ.org

「イベントなび」広告掲載募集

12 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…12月13日（火）・20日（火）・29日（木）〜1月3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 11 月 15 日発行 vol.54　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（「第九」は 1 人 2 枚、 
　 「音楽の絵本」は 1 人 4 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

12
DECEMBER

★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！！
広告

「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）
　○21・○22 11/16（水）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 ●21 回

第 ●22 回

「『第九』誕生秘話」

「合唱からみた『第九』」

12月11日
（日）

12月25日
（日）

講師：柴田克彦
　　　（音楽ライター&評論家）

講師：泉智之（合唱指導者） 本紙「イベントなび」にイベント情報を掲載しませんか？「イベントなび」は小金井市内を中心とし
た新聞折込のほか、友の会会員へ送付、小金井市内や近隣市の公共施設等にも設置しています。
■ サイズ：１枠　約 45mm×約 124mm
■ 掲載料：1 回１枠　税込 10,000 円〜 20,000 円
　　　　　（号により異なります。）

■ 掲載位置：本紙裏面下部
■ 色：2 色　　　　
※詳細はお気軽にお問合せください。


