


　友の会イベント

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

1（水）
〜 7（火） ○G 彩人形展

9:00〜18:00
初  日14:00〜
最終日〜16:00

無料 ［豊嶋］
☎ 042-301-2760

2（木） ○大 公演

T-SQUARE Special Live
18：30 開場
19：00 開演

全席指定
一般 4,000円
学生席 2,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

2（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 ]

2（木） ○小
谷本 潤 / 
ウラディーミル・ブードニコフ
デュオコンサート

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,500円

日本・ハバロフスク音楽家
交流委員会
☎ / FAX 042-383-1333

 rsp34592@nifty.com

3（金） ○大
公演共催

沖仁 
フラメンコギターコンサート

18：30 開場
19：00 開演

全席指定
5,500円

サンライズプロモーション東京
☎ 0570-00-3337
　（10〜18時）

4（土） ○小 シニアラジオ体操 2016   9：45 開場
10：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

小金井市ラジオ体操会連盟 
［須田］

☎ / FAX 042-478-1375

4（土） ○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

4（土） ○小 早稲田大学小金井稲門会
新春交流会

18：00 開場
18：30 開演

無料
要事前申込
関係者のみ
入場可

早稲田大学小金井稲門会
［篠崎］

☎ 090-1814-4106
HP koganei-tomonkai.com

5（日） ○大 合唱集団～宴～
第 4 回 演奏会

15：30 開場
16：00 開演

全席自由
1,000 円

［中村］
 mail.banquet@gmail.com

HP http://en2007.web.fc2.com/

5（日） ○小 「キヨミ」ダンスパーティー 13：10 開場
13：30 開演

一般 700 円
会員 500 円

キヨミダンス［関根］
☎ 080-5020-5293

7（火） ○大
青二塾 37 期生 卒業公演

（A クラス）

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
☎ 0422-21-7893

8（水） ○大
① 13:30 開場
　 14:00 開演
② 17:30 開場
　 18:00 開演

9（木） ○大
青二塾 37 期生 卒業公演

（B クラス）

17：30 開場
18：00 開演

10（金） ○大
① 13:30 開場
　 14:00 開演
② 17:30 開場
　 18:00 開演

8（水） ○小 マリエッタダンスパーティ 13：10 開場
13：20 開演 600円 マリエッタ

☎ 042-336-5649

9（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 ]

9（木） ○小
東京都小金井食品衛生協会
新年賀詞交換会及び
海老原紀男会長 
厚生労働大臣表彰受賞 祝賀会

14：00 開場
14：30 開演

全席指定
関係者のみ
入場可

東京都小金井食品
衛生協会事務局［海老原］
☎ 042-381-9213

10（金） ○小
Just Music in KOGANEI vol.2
～小金井市近郊の音楽家達による
　歌曲・室内楽の夕べ～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般2,000円
学生1,500円
中学生以下

1,000円

Just Music in KOGANEI
［津田］

☎ 080-9178-2359
 tsudamuneaki@yahoo.co.jp

11（土・祝） ○大
コンチェルティーノ・フィオレンテ
 vol.12
吉田浩之・小林加代子門下生による
コンサート

12：45 開場
13：00 開演

全席自由
無料

［玉川］
☎ 090-7686-1478

11（土・祝）
〜12（日） ○G 池坊 東京緑泉会支部 花展 10：00〜18：00

最終日〜17：00 無料 東京緑泉会支部 支部長［鈴木］
☎ 03-3651-8805

12（日） ○大 小金井吹奏楽団 GREEN'S
第 4 回 定期演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

小金井吹奏楽団 GREEN'S
 koganei.greens@gmail.com

13（月） ○大
○小

シニアの皆さん、
地域で活躍しませんか！

“いきいきシルバー 活躍応援フェスタ”
13：00 開演

一部指定
無料
要事前申込

いきいきシルバー
活躍応援フェスタ事務局
☎ 03-5464-9688
FAX 03-6418-0563

 jimukyoku-info@
　 ikiikisilver.tokyo

 2 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…2 月14日（火）・21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 29 年 1 月 15 日発行 vol.56　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

nonowa

SOUTH

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

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。

「イベントなび」広告掲載募集

出演：大石学（東京学芸大学教授、副学長。日本時代考証学会会長）
　　　立川こはる（落語家）

2/23（木）
13:00 小ホール

好評受付中！
【定員】
120 名（先着順）・自由席

【料金】
友の会会員 無料

（同伴者 1 名様可）
【お申込】
お電話・当館窓口にて

この機会にぜひご入会ください

2
FEBRUARY

大河ドラマの時代考証も担当するプロが、
江戸のくらしの実態を明らかに！
落語を聞きながら、一緒に楽しく検証してみましょう。
これを聞けば、落語や時代劇の面白さが倍増するかもしれません。

時代考証のプロが語る！

落語にみる江戸のくらし

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

16（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 

17（金） ○小 CARLO Brass Quintet
- The 1st Concert -

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般 2,000円
学生 1,500円

CARLO Brass Quintet［樽谷］
☎ 090-4029-8746

 carlo.brass.quintet@gmail.com

18（土） ○大 日本共産党演説会   9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料

日本共産党
北多摩中部地区委員会
☎ 042-384-3255

 info.jcp.ktc@tune.ocn.ne.jp

18（土） ○大 武蔵乃桜太鼓
二十周年記念演奏会

15：30 開場
16：00 開演

全席自由
無料

武蔵乃桜太鼓
 musashino.sakuradaiko

　 @gmail.com

19（日）
〜 20（月） ○G 春期学外展

東京経済大学写真研究会

19 日
10:00〜18:00
20 日
9:00 〜 17:00

無料

東京経済大学写真研究会
［村野］

☎ 090-9241-5823
 199645.lego@gmail.com

20（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

20（月） ○小 ピン・シャン・コロリ研究会
NPO 発足 10 周年記念事業

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
資料代500円
会員無料
要事前申込

NPO 法人
ピン・シャン・コロリ研究会
☎ 080-3083-7071［末宗］
☎ 090-4178-3876［宇佐見］

 reiji_usami@yahoo.co.jp
　 ［宇佐見］

22（水） ○大 2017 Our Thanks Concert 
- Vol.12 -

17：30 開場
18：30 開演

一部指定
無料

國學院大學久我山中学高等学校 
女声合唱部 顧問［濱］
☎ 03-3334-1151

23（木） ○小
公演

友の会イベント
時代考証のプロが語る！
落語にみる江戸のくらし

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
友の会会員
無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

23（木）
〜28（火） ○G 中村木美造形展 10：00〜19：00

最終日〜16：00 無料 ［佐藤］
☎ 042-386-1075

25（土） ○大 堤剛 & 小山実稚恵
デュオ・コンサート

13：30 開場
14：00 開演 完売

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

25（土） ○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

25（土） ○小
Everly プロデュース
カルテットチャッピー
サロンコンサート vol.58
～ウインターコンサート～

19：00 開場
19：30 開演

全席指定
大人 4,000円
19歳以下2,000円
当日券各500円増

エバリー チケットセンター
 ticket@everly.jp

26（日） ○大 第 17 回 
多摩ウインドフェスティバル

12：30 開場
13：00 開演

【全席自由】
前売・高校生以下

500円
当日 600円

宮地楽器小金井店 
管楽器専門店
トップウインズ［松田］
☎ 042-387-1231

26（日） ○小 0～3 歳の子どもと聴く
はじめてのオーケストラ

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
0 〜 6 歳

1,000円
小学生以上

2,000円

（特）遊び・文化 NPO
小金井こらぼ
☎ 042-384-2569

 koganei.kodomo@gmail.com

26（日） ○小 「キヨミ」ダンスパーティー 13：10 開場
13：30 開演

一般 700円
会員 500円

キヨミダンス［関根］
☎ 080-5020-5293

2016 年 12 月 5 日現在

講師を囲み、「聞いて得する」「ちょっと話したくなる」
うんちく・トリビア・裏話を引き出すミニ講座。
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。

入場無料
・

事前申込不要

第 ●24 回 「教えて！
 カンヌ国際映画祭」2 月12 日

（日） 講師：石飛 徳樹
　　  （朝日新聞編集委員）

※友の会のみ事前申込可
　（10席分、会員1名につき2席まで）
　○24 1/15（日）10:00〜（初日は電話受付のみ）
※当日受付の際、上島珈琲店（nonowa 武蔵
　小金井SOUTH2階）の割引クーポンを
　差し上げます。

● 10：00 開場
 10：30 開講
 （約1時間）
●定員 先着 30名

年会費 2,000 円友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！
チケットの先行予約・チケットの 10％割引販売・
チケットの無料郵送・公演情報のご郵送・会員向けイベントの開催・提携店での各種特典
※詳しくは、友の会チラシ、ホームページをご覧ください

特 典


