
こがねいガラ･オーケストラ
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茂木大輔（指揮・オーボエ） 吉田浩之（テノール） 奥村愛（ヴァイオリン） 岡本正之（ファゴット）

■イベントなび掲載の主催公演チケットは、インターネット、お電話、窓口、各プレイガイドにてご購入いただけます。

042-380-8099
チケットデスク専用電話

10:00 ～ 19:00
休館日：第2・3火曜日

窓口販売
当館2階事務室にて直接お買い
求めいただくことができます。
10:00 ～ 19:00
休館日：第2・3火曜日

http://koganei-civic-center.jp/
インターネットチケットサービス

お好きな席を選択でき、コンビニエンスストア（セブン-
イレブン、サークルKサンクス）でのお支払い･チケットの
受け取りができます。※無料インターネット会員登録が必要です。

JR中央線「武蔵小金井」南口駅前、響きのよさを誇る578席のホールで聴く贅沢

イベントの詳細はHPをご覧ください 小金井 宮地楽器ホール

●発売初日は10:00からインターネットチケットサービス､チケット
デスク専用電話でのみ受付いたします。残席があれば発売2日目から
当館2階事務室でも受付いたします。

◎ 公演内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
◎ 年齢記載がない公演は未就学のお子様のご入場はご遠慮ください。
◎ 市内先行申込方法は、裏面をご参照ください。
◎ 表示価格は税込です。

8

好評発売中！
ホール大

23（水）

開館5周年を迎えた今年は、小金井在住の豪華ソリストを迎え、
華やかにガラ（祝祭）コンサートをお届けします。小金井ゆかりの
演奏家で編成したオーケストラとの共演を存分にお楽しみください。

小金井でしかできない、聴けない！
小金井在住ソリストによる豪華『ガラ･コンサート』

世界の音楽シーンにセンセーションを巻き起こしている
新世代クァルテット、エベーヌ弦楽四重奏団。
正統なクラシック作品を洗練したスタイルで奏で、幕間には、ジャズ・バンドへ自在に変容します！
世界の室内楽ファンを魅了している、今もっとも勢いと実力のあるストリング・クァルテットです！

超難関ミュンヘン国際コンクール室内楽部門優勝、
フランス発の新世代クァルテット

昼 の 部
12:30

夕方の部
16:00

14:00 ホール大

異なる芸風。
落語話芸の奥深さを楽しむ
「名人たちの熱演合戦！」

幻想的で物語性豊かな詩の世界に
根強いファンを抱える
谷山浩子のデビュー 45周年を
迎えたコンサート

【全席指定】 S席5,000円　A席4,000円　学生席2,000円
S席4,500円　A席3,600円友の会会員

まもなく一般発売！

まもなく一般発売！

15:00 ホール大

14:00 ホール小

10
22（日）

10
15（日）

好評発売中！
13:00 ホール大

9
10（日）

好評発売中！
16:00 ホール大

7
15（土）

お互いをリスペクトし合うことで生まれる
“独創的なデュオの世界”をお楽しみください。

【全席指定】一般4,000円　
 学生席2,000円

一般3,600円友の会会員

【全席指定】 S席5,000円　A席4,000円　学生席2,000円
S席4,500円　A席3,600円友の会会員

【全席指定】一般3,500円
学生席2,000円
一般3,200円友の会会員

【全席指定】一般 5,800円
5,500円友の会会員

［ プログラム ］
塩谷哲 ：Spanish Waltz
小沼ようすけ：The Elements
ジョージ･ガーシュイン：サマータイム
チック･コリア：スペイン ほか

【全席指定】大人4,500円　
 子ども（4歳～中学生）1,500円

大人4,000円友の会会員

協 力
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入場無料

23
（日）

22
（土）

塩谷哲（ピアノ） Special Duo 
with 小沼ようすけ（ギター）

好評発売中！
18:30 ホール大

7
14（金）

主催・問合せ 東京労音府中センター
TEL 042-334-8471

（前売のみ）

6 30（金）
615（木） 16（金）～22（木）必着

6チケット
発売日

一般友の会先行 市内先行 ※裏面参照

エベーヌ弦楽四重奏団

©JulienMignot

6 30（金）
615（木） 16（金）～22（木）必着

6チケット
発売日

一般友の会先行 市内先行 ※裏面参照

（テノール） 奥村愛（ヴァイオリン） 岡本正之（ファゴット

［ 予定曲目 ］
J.S. バッハ ：ブランデンブルク協奏曲 第1番
ウェーバー ：ファゴット協奏曲
モーツァルト ：歌劇『コシ・ファン・トゥッテ』より
メンデルスゾーン：ヴァイオリン協奏曲 ホ短調

©JulienMignot

［ 予定曲目 ］
モーツァルト ：弦楽四重奏曲 第15番 ニ短調
ベートーヴェン ：弦楽四重奏曲 第11番 ヘ短調「セリオーソ」
チャールズ・ミンガス：フォーバス知事の寓話
セロニアス・モンク：ラウンド・ミッドナイト
ヴィクター・ヤング ：星影のステラ
ブラッド・メルドー ：報われぬ思い　ほか

第5回小金井市民文化祭特別公演

出　　演 ：茂木大輔（おはなし）  ほか
料　　金 ：友の会無料（同伴者1名可）　一般500 円
定　　員 ：100名（先着順受付）
受付開始 ：友の会6月15日（木）　一般6月30日（金）

「こがねいガラ・コンサート」をもっと楽しむための
茂木大輔音楽講座 (ミニ･コンサートつき）

（月）
9 25 対　　象：中学生以上25歳未満

料　　金：無料
応募方法：8月以降に当館ホームページにて
   ご確認ください。

青少年のための
「こがねいガラ･コンサート」リハーサル公開

関連イベント

（土）
10 21

関連イベント

イラスト:
永井郁子

家族で楽しむ、美しい夢のバレエ

公演当日、レセプショニスト（お客様のご案内係）のおしごと体験をしてみよう！
●日時：8月23日（水）11:00～15:00　　　●対象：小学4年生～6年生
●人数：6名 ※応募者多数の場合は抽選。　●参加費：無料　
●募集期間：6/1（木）～6/30（金）
●応募方法：往復はがきに以下の内容をご記入ください。当落通知は7/15頃を予定しています。
　①（参加希望者）氏名　②（参加希望者）学校名、学年　③（保護者）氏名　④住所　⑤電話番号
●送付先：小金井 宮地楽器ホール 子どもレセプショニスト係宛

今年もやります。夏の無料イベント「えんにち」！
“作って”“遊んで”“鑑賞して”
ファミリーで楽しめるブースが盛りだくさん！

小金井阿波おどり応援イベント

「えんにち」

★夏休み★

4

子どもレセプショニスト募集！

エベーヌ弦楽四重奏団：
ピエール・コロンベ（ヴァイオリン）
ガブリエル・ル・マガデュール
 （ヴァイオリン）
アドリアン・ボワソー（ヴィオラ）
ラファエル・メルラン（チェロ）

※詳細は6月下旬頃発表予定！
　当館ホームページや次号イベントなびでご確認ください。

東京バレエ団
子どものためのバレエ



曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(土) ○大 第12回 宮地楽器 
二胡 発表会

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
無料

宮地楽器 MUSIC JOY神田
［針ケ谷］
☎ 03-3255-2757

1(土)
～6（木） ○Ｇ

第16回 水彩画 
花・華グループ展

10：00～18：00
初日12:00～ 無料 ［松隈］

☎ 090-7825-1226

2(日) ○大 東京農工大学グリークラブ
第 37回 演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

東京農工大学グリークラブ
 nokoglee@gmail.com

2(日) ○小
多摩３市
男女共同参画推進共同研究会
小金井市レクチャーコンサート

13：30 開場
14：00 開演

一部指定
無料
要事前申込

小金井市企画政策課
男女共同参画室
☎ 042-387-9853
FAX 042-387-1224
 s010303@koganei-shi.jp

4(火) ○大 TOKYO EAT研修会 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
（TOKYO EAT事務局）
［佐川、久保山］
☎ 042-316-6211
 tama-1@tky.ndu.ac.jp

6(木) ○大 女性のための講演会
「より善く生きるために」

  9：40 開場
10：00 開演

全席自由
無料

一般社団法人 
実践倫理宏正会
武蔵野ブロック 
吉祥寺実践倫理会館
☎ 0422-22-1431

6(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 ]

7(金) ○大 チクワバンド 
フレンドリーコンサート2017

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
1,000円

馬場企画
☎ 042-550-3457
 20170707@babakikaku.net

7(金) ○小 小金井昭和歌謡名曲カフェ 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
800円

清水ピアノ会［林］
☎ 090-9365-1235

8(土) ○大 柴山昌宣・柴山晴美 門下生による
声楽発表会

11：45 開場
12：00 開演

全席自由
無料

アンダンド・ベーネ
☎ 042-387-7255

8(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

9(日) ○大 彩葉会（いろはかい）
ピアノ発表会

12：30 開場
12：45 開演

全席自由
無料

［渡邊］
☎ 042-384-8793
HP http://mokopiano.com/

9(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

10(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

13(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 ]

13(木)
～17（月・祝） ○Ｇ

How To Challenge
絞・藍 is our Life

11：00～18：00
最終日～14:00 無料

染めと絞り工房・瑞緒庵
［村井］
☎ 042-494-8844
☎ 090-5806-7397
 myasuko@sepia.ocn.ne.jp

HP yaplog.jp/yasuko58

14(金) ○大
協力

谷山浩子 
弾き語りコンサート2017

18：00 開場
18：30 開演

全席指定
一般5,800円

東京労音府中センター
☎ 042-334-8471

14(金) ○小 アニメーション映画作家
黒坂圭太 上映会

①14：45 開場
　 15：00 開演
②16：45 開場
　 17：00 開演
③18：45 開場
　 19：00 開演

全席自由
各回入替 

1,000円
3回券2,500円
高校生以下 
各回 500円

ミストラルジャパン
☎ 042-380-8270
 info@mistral-japan.co.jp

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

15(土) ○大
主催

EXCITING STAGE
塩谷哲 Special Duo 
with 小沼ようすけ

15：30 開場
16：00 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

15(土) ○小 0歳からのハッピーコンサート
うたと弦楽器のアンサンブル

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
大人 1,500円
こども 500円
（楽器のお土産付）

株式会社 リベラ・ミュージック
☎ 050-5806-9348
 info@liberamusic.jp

15(土) ○小 第4回 江戸東京たてもの園
友の会 定期総会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
関係者のみ入場可

江戸東京たてもの園 友の会
☎ 042-388-3300

15(土) ○小 追悼 松本俊夫
「石の詩」「アートマン」上映会

18：45 開場
19：00 開演

全席自由
1,200円
予約 1,000円
高校生以下 

500円

ミストラルジャパン
☎ 042-380-8270
 info@mistral-japan.co.jp

16(日) ○大
ヨハネス・ブラームス・
フィルハーモニカー
第11回 演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
1,500円

ヨハネス・ブラームス・
フィルハーモニカー
 info@jbphil.com

16(日) ○小 ドラマティックリーディング
「わ・話」の会

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
無料

ドラマティックリーディング
［戸村］
☎ 042-387-8128

17(月・祝) ○小 第27回 林谷音楽研究室 
おさらい会

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料
関係者のみ入場可

林谷音楽研究室
☎ 042-384-7081

19(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

20(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 

21(金) ○大 第67回 “社会を明るくする運動”
小金井市推進委員会

①10：00 開場
　 10：30 開演
②13：30 開場
　 14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

小金井市役所地域福祉課
☎ 042-387-9915
 s050101@koganei-shi.jp

22(土)
23(日)

○Ｇ
ほか

主催

小金井阿波おどり応援イベント
「えんにち」

13：00～17：00 入場無料
小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

23(日) ○大 Amore 大人コンサート 15：30 開場
16：00 開演

全席指定
1,000円

アモーレ
 amore1031a@yahoo.co.jp

24(月) ○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

24(月)  
25(火) ○小 第48回 宮地楽器発表会

ヤマハ音楽教室 ソロの部 時間未定 全席自由
無料

宮地楽器［永村］
☎ 042-383-5551

26(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

27(木) ○小 茂田哲哉・吉岡優子
デュオリサイタル

18：30開場
19：00開演

全席自由
1,000円

［茂田］
☎ 080-6534-1195
 con-amore1234@
　 ezweb.ne.jp

28(金) ○小 「夏休みワンアワーコンサート」ピアノ＆イングリッシュハンドベル
14：30開場
15：00開演

全席自由
無料

日本ギロック協会武蔵野支部
［石原］
☎ 090-8802-6270

29(土)
30(日) ○小 第48回 宮地楽器発表会

ヤマハ音楽教室 ソロの部 時間未定 全席自由
無料

宮地楽器［永村］
☎ 042-383-5551

30(日) ○大 エウテルペ楽奏団
第27回 定期演奏会

13：20 開場
14：00 開演

全席自由
1,000円
中学生以下無料

エウテルペ楽奏団［福井］
 symphonia.euterpe@
　 gmail.com
HP symphoniaeuterpe.
　 wixsite.com/euterpe

31(月) ○大 全国同時七夕講演会
「七夕の夜は空を見上げて」

18：30開場
19：15開演

一部指定
無料
要事前申込

法政大学理工学部創生科学科
☎ 042-387-6118

2017年 5月10日現在

日曜日の午前中、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。
●各回10：00開場／10：30開講（約1時間）
●定員 先着30名
※友の会会員のみ事前申込可（10席分、会員1名につき2席まで）
　○26受付中、○27 6/15（木）○28 7/15（土）10:00～（初日は電話予約のみ）
※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。

〈入場無料・事前申込不要〉

第●26 回

第●27 回

第●28 回

「ジャズと仲良くなるための
  ５箇条」

「知って楽しむ！
 小金井阿波おどり」

「デザインにみる
 『ねむれる森の美女』の舞台」

6月25日
（日）

7 月 9 日
（日）

8 月13 日
（日）

講師：富澤えいち
　　　（音楽ライター、ジャズ評論家）

講師：菊地崇裕（小金井阿波おどり振興協議会
　　    会長代理、むさし南連 連長）

講師：永井郁子（絵本作家）

 7 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…7月11日（火）・18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 6月15日発行 vol.61　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
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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）

★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
公演情報や会報紙のご郵送
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

チケット購入時の入会も可能です

年会費2,000円

友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！！

■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。

7
JULY




