


★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

5/30(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

2(金) ○大 Monsieur KUDACCHI
～サクソフォンの世界～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般 2,000円
高校生以下

500円
一般のみ当日券

500円増

クダッチ・ミュージック研究所
［下地］

 monsieur.kudacchi@
　 gmail.com
☎ 080-3630-9610
　 ［代表：清水］

3(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」
第 1 部 フラダンス
第 2 部 キッズダンス

第 1 部 
12：00 開場
12：30 開演
第 2 部 
15：30 開場
16：00 開演

全席自由
無料

NPO 法人 
小金井市文化協会［福田］
☎ 042-381-5708

4(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」
小金井市民オーケストラ
第 34 回 定期演奏会

13：30 開場
14：00 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

7(水) ○大
主催

東京消防庁音楽隊による
避難訓練コンサート

13：15 開場
14：00 開演 申込締切

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

7(水) ○小 共催

防災体験パーク 2017 13：00～16：00 入場無料 小金井消防署防火査察係
☎ 042-384-0119

7(水)
〜12（月） ○Ｇ 第 10 回 マロン水彩会

水彩画展
10：00～18：00
初  日14:00～
最終日～16:00

無料 ［舘］
☎ 042-388-1602

8(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(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

9(金) ○小 菊地秀夫 クラリネットリサイタル 18：30 開場
19：00 開演

前売券2,500円
当日券2,800円
学生券2,000円
高校生以下

1,000円

オフィスでく
☎ 050-5534-2587

10(土) ○大
2017 音踊力
Avec Coco 
福田純子バレエスタジオ
OSARAIKAI

昼の部
夜の部
時間未定

全席自由
無料

Avec Coco 
福田純子バレエスタジオ
☎ 042-388-6700
　 （月～木 17:00～20:00）

10(土) ○小
エバリープロデュース
カルテットチャッピー 
サロンコンサートvol.58

「クラシックタイムトラベルは
 いかが！？近現代編」

  9：45 開場
10：00 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

10(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

11(日) ○大 第 53 回 
小金井音楽アカデミー研究発表会

  9：40 開場
10：00 開演

全席自由
無料

小金井音楽アカデミー
☎ 042-383-5536

11(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

11(日) ○小 サルサ・グランデ 18：30 開場
18：30 開演

全席自由
1,000 円

ラティーノ・チャンネル
 latinochanell@gmail.com

14(水)
〜19（月） ○Ｇ 青い実の会 写真展

10：00 ～ 18：00
初　日14:00～

（予定）
最終日～16:00

無料
全日本写真連盟 
青い実の会支部

 an-nya@jcom.zaq.ne.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) ○大 東京多摩交響楽団演奏会 18：30 開場
19：00 開演

全席指定
S 席 4,000円
Ａ席 3,500円
学生席3,000円

東京多摩交響楽団［新田］
☎ 090-8779-6408
コンセール・アミ小金井［山蔭］
☎ 090-9859-8937

 dmv@garnet.dti.ne.jp

16(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

16(金) ○小

デジタルパイプオルガンコンサート
 No.11
J.S. バッハと酒井多賀志の
作品をめぐって
～酒井多賀志と
　若い芽達のリサイタル～

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
☎ 042-637-1345

17(土) ○大
主催

吉野直子＆宮田まゆみ
デュオ・コンサート

13：30 開場
14：00 開演

全席指定
S 席 4,000 円
Ａ席 3,000 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

17(土) ○小 いと（筝・三絃）とたけ（尺八）の
ささやかな会

  9：45 開場
10：00 開演

全席自由
無料

［北畠］
☎ 042-383-3811

 takesyou@arion.ocn.ne.jp

17(土) ○小 ギターの調べ 初夏 18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料

ギターアンサンブルえん
 guitar.e.enn@gmail.com

18(日) ○大 第 43 回 定期演奏会 15：00 開場
15：30 開演

全席自由
1,000 円

水の輪混声合唱団［滝］
 ticket@mizunowa.net

18(日) ○小 ギター＆ピアノコンサート 14：15 開場
14：30 開演

全席自由
前売2,300円
当日2,500 円

音楽工房 グランソノリテ
☎ & FAX 042-502-6264
HP http://studio-grandsonori.
　  wixsite.com/grandsonorite

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

青春歌の広場 [ 林 ]
☎ 090-9365-1235

19(月) ○小
オペラ「KAMIKAZE」
三枝成彰と三枝健起による
対談＆上映会

11：50 開場
12：15 開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800 円

一般社団法人
はじめてピアノの会
☎ 042-316-4250

 info@hajimetepiano.org
HP hajimetepiano.org

21(水) ○小 夏至の夜 あなたは
① 15：00 開場
　 15：30 開演
② 19：00 開場
　 19：30 開演

全席自由
2,999 円

パフォーマーズショップ［村井］
 p-shop.cm@ezweb.ne.jp

22(木) ○大 主催

スタインウェイ・ピアノ体験会 10：00～20：55 申込締切
小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

22(木) ○小 第 2 回 こがねいだれでも朗読会 11：30 開場
12：00 開演

全席自由
無料

こがねいだれでも朗読会
実行委員会［千葉］
☎ 042-301-8186

24(土) ○大 主催

レセプショニスト講座 13：00～16：00 1,000 円
要事前申込

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

24(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

25(日) ○大 共催

小金井和太鼓まつり
17：15 開場
18：00 開演

全席自由
一般2,500円

宮地楽器 小金井店 ANNEX
☎ 042-386-0005

26(月)〜
30（金） ○Ｇ 第 10 回 多摩を描く会展

10：00～18：00
初  日13:00～
最終日～17:00

無料 多摩を描く会［小口］
☎ 042-327-4726

28(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(金) ○小 文月若 ダンスの場
ソロ・ダンス公演

18：50 開場
19：20 開演

全席自由
予約2,000円
当日2,300 円

［文月］
 waka6@tbn.t-com.ne.jp

2017 年 4 月 10 日現在

 6 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…6 月13日（火）・20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 5 月 15 日発行 vol.60　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

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。

6
JUNE

【 対　象 】 18 歳以上の方
【 人　数 】 20 人（先着順）
【 参加費 】 1,000 円

ホールでお客様を案内する「レセプショニスト」の仕事を、
サービスのプロが実演をまじえてレクチャーします。
演奏会等の開催時、来場者の案内に役立つ講座です。
美しい立ち居振る舞いを身につけたい方にもお勧めです！

昨年好評につき

今年も開催！

レセプショニスト講座
好 評 受 付 中！

13：00〜16：00
大ホール

6 24

【 申込方法 】 当館 2 階窓口にて参加費を
 添えてお申込みください
　　　　　（チケットデスクにて電話予約可 )

（土）


