


★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！！

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(月)
〜7（日） ○Ｇ 第 24 回 写団「小金井」写真展

10：00～18：00
初  日13:00～
最終日～17:00

無料 写団「小金井」［髙嶋］
☎ 042-301-6774

4(木・祝) ○大
駒澤大学ギターマンドリンクラブ・
法政大学工学部マンドリンクラブ
ジョイントコンサート

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
無料

法政大学工学部マンドリンクラブ
 htmc2006@hotmail.co.jp

5(金・祝) ○大
法政大学・白百合女子大学・
跡見学園女子大学マンドリンクラブ
ジョイントコンサート

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
HP http://hoseimc.web.fc2.com/
白百合女子大学マンドリンクラブ
HP http://smc-mandolin-
　 shirayuri.jimdo.com/
跡見学園女子大学マンドリンクラブ
HP http://amcmusic.exblog.jp/

5(金・祝) ○小
I CANTORI 第 5 回本公演
J. シュトラウス 2 世作曲
喜歌劇『こうもり』（日本語上演）

16：00 開場
16：30 開演

全席自由
2,000 円

I CANTORI チケット担当
☎ 080-5973-2077

 i.cantori.ticket@gmail.com

6(土) ○小 （日本アマチュア演奏家協会）
中央線例会「室内楽コンサート」

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

APA 中央線例会［吉田］
☎ 080-4123-4464

 decimaint@gmail.com

7(日) ○大 国分寺チェンバーオーケストラ 
コンサート

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
1,000円
前売 800円

［須田］
☎ 080-5050-8632

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

10(水) ○小
第 13 回 小金井音楽談話室

「騎士と貴婦人
～中世イタリアとフランスの宮廷舞曲」

18：30 開場
19：00 開演

一部指定
一般 2,800円
シニア（65 歳
以上）2,300 円
学生1,800 円

小金井音楽談話室［足立］
☎ 042-388-8099

 koganei-music@kch.biglobe.ne.jp
HP http://koganei-music.
　 at.webry.info

10(水)
〜15（月） ○Ｇ 佐藤公昭 日本画展 11：00～18：00

初  日13:00～ 無料 ［佐藤］
☎ 042-301-6448

11(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 ]

12(金) ○大 第 5 回 「はけの森」
チャリティーコンサート

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,000円

はけの自然を大切にする会
事務局長［城戸］
☎ 042-385-6907
☎ 080-3390-2013

12(金) ○小 武蔵小金井青春ポップス合唱団   9：45 開場
10：00 開演

無料、要事前申込
関係者のみ入場可

合唱団支援事務局
☎ 03-6304-0161

12(金) ○小 新宿ミュージックアカデミー
宮下教室 発表会

16：00 開場
17：00 開演

全席自由
無料

［宮下］
☎ 090-2178-7730

13(土) ○大 第 22 回 平成歌謡連盟
歌謡発表会

  9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料

平成歌謡連盟［荻野］
☎ 090-3226-6055

13(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

14(日) ○大 第 3 回 ソロ・アンサンブルコンサート
～オーディション合格者による～

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
一般2,500円
学生2,000円

国立音楽大学附属高等学校
同窓会 事務局
☎・FAX 042-572-8014

 onkou-d@amber.plala.or.jp

14(日) ○小 0 歳からのコンサート
～いっしょに歌って踊ってたのしもう～

① 10：30 開場
　 11：00 開演
② 13：30 開場
　 14：00 開演

全席自由
大人1,000 円
子ども（2 歳～
小学生）500 円
2 歳未満で膝上
の場合は無料

オフィス・フォルテピアノ
☎ 042-386-7607［小川］
☎ 03-3771-7473［谷］

 fortepi@bu.iij4u.or.jp
HP http://tiny-sun.com/

15(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

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 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 

19(金) ○小 武蔵小金井青春ポップス合唱団   9：45 開場
10：00 開演

無料、要事前申込
関係者のみ入場可

合唱団支援事務局
☎ 03-6304-0161

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

19(金)
～ 23(火) ○Ｇ JUKU いまさら

第 6 回 写真展
10：00 ～17：00
最終日～16：00 無料

いまさら塾［伊丹］
☎ 042-381-6084
☎ 090-4456-9565

20(土) ○大
SOFFetリリース記念

『Love Letter Poetry』LIVE2017
～故郷から愛を～

16：00 開場
17：00 開演

全席自由
前売4,500円
当日5,000 円

HOT STUFF PROMOTION
☎ 03-5720-9999

20(土) ○小 作山玲子 ソプラノリサイタル 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
前売2,000円
当日2,500 円

［作山］
☎ 080-3700-3516
FAX 042-550-1302

 reiko-saku@wcm.ne.jp

20(土) ○小 新山久志 トロンボーンコンサート 19：00 開場
19：30 開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800 円

［新山］
 arayama_76@yahoo.co.jp

21(日) ○大 Compagni di musica
第 4 回 演奏会

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
1,000 円

Compagni di musica
（コンパーニ ディ ムジカ）［岡部］
☎ 090-3384-3207
☎・FAX 042-573-7550

 amati@y6.dion.ne.jp

24(水) ○大 島本弘子 シャンソンリサイタル
2017

17：30 開場
18：00 開演

全席指定
6,000 円

島本弘子事務所
☎ 03-3929-8526

24(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

25(木) ○大 2017 ミューズ歌謡コンサート 12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

ミューズ歌族会
☎ 090-3060-1348

26(金) ○大 新舞踊大会 10：00 開場
11：00 開演

全席自由
無料

小金井新舞踊連盟
☎ 090-5395-6908
☎ 042-383-8741

27(土) ○大
第 5 回 小金井市民文化祭

「芸術文化フェスティバル 2017」
日本舞踊と邦楽の祭典

10：30 開場
11：00 開演

全席自由
無料

NPO法人 小金井市文化協会
［福田］

☎ 042-381-5708

27(土) ○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

28(日) ○大
第 5 回 小金井市民文化祭

「芸術文化フェスティバル 2017」
第 40 回 小金井コーラスのつどい

12：00 開場
12：30 開演

全席自由
無料

小金井市合唱連盟［滝］
☎ 090-8462-9414

28(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

30(火) ○大 第 19 回 青春を想う会 10：00 開場
10：30 開演

全席自由
無料

有限会社本間不動産［藤原］
☎ 042-381-6863

30(火)〜
6/4（日）

○小
○Ｇ

第 5 回 小金井市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2017」
美術工芸展

10：00～18：00 無料
NPO法人 小金井市文化協会

［福田］
☎ 042-381-5708

2017 年 3 月 10 日現在

 5 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…5 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 29 年 4 月 15 日発行 vol.59　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

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 
 ※「ねむれる森の美女」は 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。

若干

広告
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