
曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

1(日) ○大 エバリーコンサート2018 
in 小金井

14：30 開場
14：45 開演

全席指定
大人4,200円
19歳以下

2,200円
当日券各500円増

Everly
 ticket@everly.jp

3(火) ○大 2018 子ども参加ミュージカル
「瓶
かめ
ヶ
が
森
もり
の河
しばてん
童」

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
大人 3,500円
中学生以下（5歳
以上）   1,500円

ふるきゃらチケットセンター
☎ 042-386-8355
FAX 042-385-1180
ネット予約 ふるきゃらチケットセンター

3(火) ○小 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［清水］
☎ 090-4203-2450
 thinkandgrowrich07@
　 ezweb.ne.jp

4(水) ○大 エレメンツ・クァルテット
スプリングコンサート 2018

18：40 開場
19：10 開演

全席自由
一般4,000円
学生1,500円

エレメンツ・クァルテット
 elementsquartet@
　 exicite.ne.jp

4(水) ○小 クワイト・ザ・ペア
後援：British Council

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,000円

ネイサン・マールティン
 NMERTENS@UTEXAS.EDU

4(水)
～9(月) ○Ｇ

会員の写真展示会（57点）
第51回 30周年

10：00～18：00
初日13：00～
最終日～16：00

無料 小金井写友会 会長［村越］
☎ 042-385-2561

5(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 ]

8(日) ○小
I CANTORI　第 7回本公演
ヴェルディ作曲 
オペラ『ルイーザ・ミラー』
日本語字幕付上演

13：30 開場
14：00 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

9(月) ○小 清水ピアノ会 門下生発表会 12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

清水ピアノ会［清水］
☎ 090-4203-2450
 maingauche@ac.auone-net.jp

11(水) ○大
○小

ネイチャーズウェイ
チャリティコンサート

【コンサート】
13：30 開場
14：00 開演
【展示コーナー】
12：00～13：30
15：00～16：00

全席自由
大人1,000円
子ども（小学生
以下）     100円

株式会社ネイチャーズウェイ
☎ 0120-070-209

11(水)
～15(日) ○Ｇ 第19回 やさしい絵手紙展

10：00～17：00
初日13：00～
最終日～15：00

無料 やさしい絵手紙［金子］
☎ 042-301-9511

12(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(金) ○小 デュ・クルール
マリンバ＆ピアノ コンサート vol.5

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800円
高校生以下 
前売・当日

1,800円

デュ・クルール
 deux_couleur@yahoo.co.jp

14(土) ○大 柳家三三 落語会 13：30 開場
14：00 開演

全席指定
2,500円

東京多摩いのちの電話
後援活動の会
☎ 042-328-3368
HP http://nokai.main.jp

14(土) ○小 家庭倫理講演会「ともに生きる」 10：00 開場
10：30 開演

全席自由
1,000円

家庭倫理の会 武蔵野中央［柴山］
☎ 042-487-0399

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

15(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
前売 800円
当日1,000円

［須田］
☎ 080-5050-8632

15(日) ○小 劇団フェステ
第12回公演「間違いの喜劇」

①13：30 開場
　 14：00 開演
②17：30 開場
　 18：00 開演

全席自由
無料

劇団フェステ
 feste2016@yahoo.co.jp

16(月) ○大 青春歌の広場 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
700円

青春歌の広場 [松川 ]
☎ 080-1056-0686

18(水)
～21(土) ○Ｇ 第6回 コピック・アート作品展 11：00～18：00

初日14：00～ 無料
コピック・アートクラブ［山崎］
☎ 080-1078-9937
 yotti@s8.dion.ne.jp

19(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(土) ○大
プロムジカくにたち
15周年記念コンサート
指揮：羽田喜久代／伴奏：小原孝

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,000円

プロムジカくにたち事務局
 promusicakinen@
　gmail.com

21(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

22(日) ○大 ピアノ発表会 13：00 開演 全席自由
無料

山口ピアノ教室
☎ 090-1447-9625

22(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

23(月) ○大 第3回 Tokyo EAT 研修会 18：30 開場
19：00 開演

全席自由
1,000円

Tokyo EAT
☎ 042-316-6211

24(火)～
30(月・祝) ○Ｇ 第25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」 代表［髙嶋］
☎ 042-301-6774

26(木)
27(金) ○小 龍生派 東京第八地区

いけばな展「花・ひと・心」

【26日】
10：00～20：00
【27日】
10：00～17：30

無料 龍生派 東京第8地区［神林］
☎ 042-526-7317

28(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

29(日) ○大 リンデピアノ教室
10周年記念発表会パートⅡ

14：00開場
14：30開演

全席自由
無料
要事前申込

リンデピアノ教室［小川］
 k.linde@sirius.ocn.ne.jp

HP http://k-linde.jp/

29(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～
Act4

①10：30 開場
　 11：00 開演
②13：30 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［谷］
☎ 080-5473-3975
 web@tiny-sun.com

30(月・祝) ○大 アンサンブル・ファミーユ 
定期演奏会

13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

アンサンブル・ファミーユ
［保多］
☎ 042-546-8210

30(月・祝) ○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

2018年 2月10日現在

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。

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

「イベントなび」広告掲載募集

※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…4月10日（火）・17（火）

【主催・問い合わせ】株式会社ネイチャーズウェイ　0120‐070‐209

日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの会社ネイチャーズ
ウェイが贈る、自然と音楽を思う存分体験できるコンサートイベント
本格的なクラシックコンサートと自然や音楽にまつわる
体験型の展示ブースの2構造になっております。

4月11日（水）小金井 宮地楽器ホール
コンサート［大ホール］14：00開演（13：30 開場）
展示コーナー［小ホール］12：00～13：30 / 15：00～16：00

日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの会社ネイチャーズ日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの会社ネイチャーズ日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの会社ネイチャーズ日本フィルハーモニー交響楽団とオーガニックコスメの会社ネイチャーズ

ネイチャーズウェイ 
　　　チャリティコンサート

【全 席 自 由】 大人1,000円　子ども（小学生以下）100円
【チケット取扱い】 ①インターネット eプラス　
 ②ヴェレダトリートメント＆ショップ吉祥寺店
 ③小金井 宮地楽器ホール（窓口のみ／10～19時）

♪ヴィヴァルディ：「四季」より春 Ⅰ楽章
♪モーツァルト：きらきら星変奏曲　　ほか
♪ヴィヴァルディ：「四季」より春 Ⅰ楽章
♪モーツァルト：きらきら星変奏曲　　ほか

「イベントなび見ました」の記載で、大人4,200円→2,200円に特別割引！
ticket@everly.jp宛にお名前、お電話番号、希望公演名、枚数をご記入のうえ、メールでお申込ください。

チケット
申込み

小金井市観光大使「エバリー」による大人気コンサート！
昨年12月には1日3公演が全てSOLD OUT！
今回のチケットも残り僅かとなっていますので、お早めのお申し込みをオススメします。

4月1日（日） 14：45 開演（14：30 開場）　　

【全席指定】大人 4,200円 19 歳以下 2,200円（当日券各＋500 円）　　 Everly

日時

料金 主催

場所
小金井 宮地楽器ホール 
大ホール

in 小金井
エバリーコンサート 2018 エバリーコンサート 2018 

広告

広告

http://koganei-civic-center.jp/ 武蔵小金井駅
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イベントCALENDAR

さまざまな恋の形が描かれた古今東西の名曲の数々と、
切なくも美しい恋の詩『悲歌集』。
豪華キャストで贈る大人のためのコンサート！

【全席指定】S席 4,500 円　A席 3,500 円　学生席 2,000 円
 こがねいメンバーズ　S席 4,000 円　A席 3,200 円

林望（原作 ･作詞）　野平一郎（作曲）

演劇的組歌曲「悲歌集」
3/31（土）
15：00 大ホール
まもなく開催！

4月

●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 30年 3月15日発行 vol.70　　　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

林美智子（メゾ・ソプラノ）

佐久間由美子（フルート）

望月哲也（テノール）

福田進一（ギター）

前半はさまざまな国の
恋の名曲を
ポンセ ：エストレリータ
シューベルト ：「冬の旅」より 菩提樹、
    春の夢
ピアソラ ：オブリヴィオン、
    チェ・タンゴ・チェ
野平多美 ：「3つの日本の歌」より 
   荒城の月
野平一郎 ：「3つの日本の歌」より 
   城ヶ島の雨、ふるさと
武満徹 ：エア フルートのための

後半は日本歌曲の金字塔
『悲歌集』
原作・作詞＝林望／作曲＝野平一郎
演劇的組歌曲『悲歌集』

　第 1曲　男「悲しいぞ」
　第 2曲　女「得失」
　第 3曲　二重唱「豪雨と雷鳴」
　第 4曲　男「八年の痛み」
　第 5曲　二重唱「海風」
　第 6曲　女「想うことはいつも」
　第 7曲　二重唱「永劫の・・・」
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