


曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

1（水） ○大 2017 中学入試報告会   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

2（木） ○大 くにたち Winds
第 13 回 定期演奏会

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
1,000円

国立音楽大学
ウインドアンサンブル研究会
代表［赤木］
☎ 090-9838-4074

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 ]

4（土） ○大
公演

フレッシュ名曲コンサート
ベートーヴェン「第九」

15：30 開場
16：00 開演

全席指定
S 席 4,500 円
A 席・学生席 完売

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

5（日） ○大 小金井市立緑小学校
地域交流コンサート

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

小金井市立緑小学校
合唱団顧問［都丸］
☎ 042-383-1148

6（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

6（月） ○小 「武蔵野新田開発について（仮）」
東京学芸大学副学長 大石学教授

13：45 開場
14：00 開演

全席自由
無料

小金井史談会［塚田］
☎ 080-1368-0630

7（火） ○大
多摩クリニック
摂食嚥下研修会

（医療・介護専門職向け研修セミナー）
18：30 開場
19：00 開演

全席自由
1,000円
要事前申込

日本歯科大学 
口腔リハビリテーション
多摩クリニック
FAX 042-316-6212

11（土） ○小 第 6 回 こがねい市民活動まつり
～市民がつくる地域の“WA”～

10：30 開場
11：00 開演

全席自由
無料

小金井ボランティア・
市民活動センター
☎ 042-387-0011

 vc-koganei@circus.ocn.ne.jp

11（土） ○G 第 3 回 子育てメッセこがねい
＠こがねい市民活動まつり 11:00～15:00 無料

小金井子育て・子育ち支援
ネットワーク協議会
☎ 070-6488-5731

 koganei.k.k.netwk@gmail.com
HP http://nobinovino.net/index.html

12（日） ○大 第 13 回 アンサンブルの集い 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

宮地楽器 小金井店［山本］
☎ 042-385-5585

 msc@miyajimusic.com

12（日） ○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

13（月） ○小 小金井市赤十字奉仕団
40 周年記念式典

13：00 開場
13：30 開演

一部指定
無料
要事前申込
関係者のみ入場可

小金井市福祉保健部
地域福祉課［中川］
☎ 042-387-9915

15（水） ○大 清水智子 ピアノリサイタル 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
前売 2,000円
当日 2,500 円

清水ピアノ会 [ 清水 ]
☎ 090-4203-2450

15（水）
～20（月・祝） ○G 第 50 回 小金井写友会 展示会

（写真）
10：00～18：00
初　日13：00～
最終日～16：00

無料 小金井写友会［細渕］
☎ 042-381-6378

16（木） ○大 2017 年度 中学入試分析会 10：00 開場
10：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

サピックス 小学部
☎ 0120-3759-50

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 

18（土） ○小
公演

トークセッション 岩井秀人×深田晃司
「おれたち小金井族 
 －小金井から生まれた 2 人の作家－」

13：30 開場
14：00 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

 18（土）・
 19（日） ○大 第 48 回 

宮地楽器ヤマハ音楽教室発表会 時間未定 全席自由
無料

宮地楽器 教室企画管理課［永村］
☎ 042-383-5551

・締　　切 2月28日（火）必着（応募者多数の場合抽選、小金井市在住・在勤・在学の方優先）
・宛　　名 小金井 宮地楽器ホール　華道・茶道体験申込係
・返信宛名 ①保護者住所　②保護者氏名
・往信裏面 ①希望体験（茶道・華道）　②希望時間（第 1・第 2 希望）　 

③お子様・保護者氏名（ふりがな）　④住所　⑤電話番号　⑥お子様の学校名・学年 
※市内在勤の方は勤務先名も明記

 ※3月10日（金）頃までに結果を返信いたします。

申 込 方 法
【往復はがき】

●茶道体験　3月 25日（土）
① 10：15 ～  ② 12：15 ～  ③ 14：00 ～（各回約 45 分）

［参 加 費］ おひとり500 円（お抹茶・お菓子代）
［定員・対象］ 各回 5 組 10 名（小学生の子どもと保護者）
［場　　所］ 和室

●華道体験　3月 26日（日）
① 10：15 ～  ② 13：15 ～（各回約 60 分）

［参  加  費］ おひとり800 円（お花代）
［定員・対象］ 各回 10 組 20 名（小・中学生の子どもと保護者）
［場　　所］ 市民ギャラリー

出演：ズーラシアンブラス（金管五重奏）
　　　弦うさぎ（弦楽四重奏）

楽しく学ぶ
華道と茶道の基本、
親子でお楽しみ
ください。

“ウキウキ”“わくわく”がとまらない！
子どもも大人も笑顔になれる、クラシックコンサート

音楽の絵本

3/25（土）・26（日）
和室ほか

3/20（月・祝）
14：00 大ホール

受付終了間近！　

残席わずか！

【全席指定】 大人 2,500 円　子ども（3 歳～中学生）1,000 円
 友の会会員　大人 2,200 円

© スーパーキッズ

 3 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…3 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 2 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

新垣有希子

会  場

曲 目

【全席自由】3,000 円料  金

2017.4.15（土）19：00開演（18：30開場）

本場欧州の歌劇場で活躍する新垣と、数々の世界一流歌手の伴奏を務める
ゴルラ氏の日本初共演。華麗なオペラの世界をお楽しみに！

「私の名はミミ」「宝石の歌」「お聞きください王子様」ほか

小金井 宮地楽器ホール 大ホール
新垣有希子リサイタル事務局　電話・ＦＡＸ：042-324-5554　Eメール：keip2856＠yahoo.co.jp
小金井 宮地楽器ホール（窓口のみ）

ソプラノ
リサイタル

チケット・問合せ先
チケット

広告

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

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）
■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。

3
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曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

19（日） ○小 APA 第 2 回 国際室内楽演奏会 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

APA（日本アマチュア演奏家協会）
［吉田］

☎ 080-4123-4464
 rengaku@gmail.com

HP www.apa-music.org/event

19（日） ○小 管楽アンサンブル Pastel du vent
“Le Deuxième Concert”

19：10 開場
19：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

Pastel du vent
（パステル・デュ・ヴァン）

 pastelduvent@gmail.com

20（月・祝） ○大
公演

親子のためのシリーズ
音楽の絵本

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
大人2,500円
子ども（3 歳～中学生） 

1,000 円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

20（月・祝） ○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

23（木） ○大 2017 高校入試報告会   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

23（木） ○大 第 7 回 国立音楽大学附属高等学校
普通科 吹奏楽部 定期演奏会

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料

国立音楽大学附属高等学校
普通科 吹奏楽部［伊藤］

 yoshiakiredtulip@yahoo.co.jp

23（木） ○小 東京都立昭和高校 合唱部
第 15 回 定期演奏会

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
無料

東京都立昭和高校［黒岩］
☎ 042-541-0222

24（金） ○大 帝京大学中学校・高等学校 吹奏楽部
スプリングコンサート 2017

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
無料

同校吹奏楽部 顧問［櫻井］
☎ 042-676-9511

25（土） ○大 杉並総合ウィンドアンサンブル部
OGOB 演奏会

17：45 開場
18：15 開演

全席自由
無料

SSWE OGOB 演奏会
実行委員会［相良］
☎ 070-6431-3472

 sswe.ogob@gmail.com

26（日） ○大
東京電機大学中学高等学校 
吹奏楽部
第 7 回 演奏会

12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

東京電機大学中学高等学校
吹奏楽部［鈴木］
☎ 0422-37-6488

26（日） ○小 第 19 回 音楽会 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

［大友］
☎ 042-386-0793

26（日） ○小 スプリング コンサート♪ 18：30 開場
18：45 開演

全席自由
無料

和田ピアノ教室
☎ 090-6545-0842

27（月） ○大 第 61 回 日本応用動物昆虫学会大会
シンポジウム「人間社会と虫」

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

第 61 回 日本応用動物
昆虫学会大会 大会事務局

 2017odokonkogani@gmail.com

28（火） ○大 小金井市立緑中学校
定期演奏会

15：00 開場
15：30 開演

全席自由
無料

小金井市立緑中学校 
合唱部 弦楽部 顧問［水本］
☎ 042-383-1164

28（火）～
4/2（日） ○G 個展 心の情景、心の言葉

（アクリル画、書） 10：00～18：00 無料 ［芳賀］
☎ 090-9293-3163

29（水） ○大 都立 小金井北高校 吹奏楽部
第 23 回 定期演奏会

17：00 開場
17：30 開演

全席自由
無料

都立小金井北高校 吹奏楽部
☎ 042-385-2611

29（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

30（木） ○大 第 11 回 講演会
「石飛幸三 いのちを語る」

12：45 開場
13：30 開演

全席自由
3,000 円
要事前申込

聖ヨハネホスピスケア研究所
☎ 042-380-7820
　 （火・木・金 13～17時）
HP http://www.stjohn.jp/careken/

30（木） ○小 ピティナ国立支部主催
スプリングコンサート

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

ピティナ国立支部［瀬尾］
☎ 0428-23-7678

31（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
2017 年 1 月 10 日現在

■料金 無料
■定員 150 名（先着順受付）
■申込方法 電話・窓口・メールにてお申込みください。　
 ※詳細は当館ホームページをご覧ください。

岩井秀人
ハイバイ主宰
俳優、演出家

深田晃司
映画監督

小金井出身で各界の第一線で活躍しているふたりが、
自身、小金井、芝居、映画を語ります。

 トークセッション岩井秀人×深田晃司
「おれたち小金井族 
  　　　－小金井から生まれた 2 人の作家－」

3/18（土）
14：00 小ホール
好評受付中！


