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チェロアンサンブル ユイット東京公演     vol.8

主催：日本アーティスト・Cello Ensemble 008小金井公演実行委員会・Cello ensemble 008
協力：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　 後援：小金井市

曲 目

上を向いて歩こう
（中村八大）

マイケル・ジャクソン
メドレー

天国への階段
（レッド・ツェッペリン）

ほか

公演内容は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

チェロアンサンブルの秘密？
誰もが知っている名曲と
クラシックの意外な関係！

2018年11月28日 水
18:30 開場／ 19:00 開演

　　小金井 宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）大ホール
ーチケットー

　　　　一般￥3,500  こがねいメンバーズ会員￥3,200  学生〈高校生以下〉￥2,000

お問い合わせ
日本アーティスト

tel.03-5377-7766

7月30日
発売開始!

（日本アーティストのみお取り扱い）



Q答えは「イベントなび」
来月号、または8/16頃
の当館のツイートを
チェック！

館内施設にまつわる ミニクイズ

答えは、人気・実力ともに日本を代表するピアニ
ストのひとり、小山実稚恵さんです。チャイコフ
スキー、ショパンの 2大コンクールともに入賞し
た日本人で唯一のピアニストで、当館の舞台にも
たびたび登場していただきました。

  8月号クイズの答え

A.

Q. 当館大ホールのスタ
インウェイ･ピアノを、数あ
るピアノの中から選定した
ピアニストは誰でしょうか？

Q.

チケットの先行予約
チケットの１０％割引販売
会員限定イベントへのご参加
（おもて面参照）

チケット送料無料
提携店での各種特典
公演チラシや、
会報のご郵送

特典 1 特典 4

特典 2 特典 5

特典 3 特典 6

友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！！
入会方法：当館 2階事務室、または申込書のご郵送と年会費のお振込にて、随時承っています。

※小金井市外の方も大歓迎　※詳しくは、パンフレット、ホームページをご覧ください。

年会費2,000円

ズバリ！
大ホールの客席数は何席でしょうか？

●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 8月15日発行 vol.75　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/

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

※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…9月11日（火）・18日（火）

イベントCALENDAR9月
September

vol.75

広告

主　　催：松元ヒロ in 小金井実行委員会　　
お問合せ：［佐藤］TEL 042-387-1662（10～17 時）　　 hiro.matsumoto.koganei@gmail.com

松元ヒロ松元ヒロソロライブ
 in 小金井
パート４

ソロライブ
 in 小金井
パート４

2018年9月9日（日）
14:00開演（13:30 開場）
小金井 宮地楽器ホール 大ホール

［前売］一般 1,800円　
　　　ペアチケット 3,000円
　　　学生 1,200円　

［当日］一般 2,300円

年9月9日（日） ［前売］一般 1,800円　

テレビに出ない芸人、松元ヒロさんのソロライブ！
オープニングアクト : パントマイム 金子しんぺい
　　　　　　　　　　腹話術師 いずみ

全席
自由

広告

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 市内先行チケット係へ（1人1通）

■重複応募や記入不備、電話・ＦＡＸでの申し込み無効
■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、市内先行受付の抽選、
　ならびに、当落結果送付以外の目的では使用しません。

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(土) ○大 るくバレエ 第 7回 発表会 16：30開場
17：00開演

全席自由
無料

るくバレエ
HP www.rukuballet.com

2(日) ○大 夏休み木工チャレンジ2018
表彰式 13：30開演 全席自由

無料

タカキホーム［飯田］
☎ 042-387-5555
 natsuyasumi@takakigroup.net

HP http://mokkocha.com

2(日) ○小 パブリート
第75回 チェロ発表会

10：00開場
10：30開演

全席自由
無料

角田音楽教室
☎ 042-383-3277

2(日) ○小 サルサグランデ 18：15開場 1,000円
ラティーノチャンネル［金子］
☎ 090-5435-1200
  latinochanell@gmail.com

4(火)～
9(日) ○Ｇ 髙橋友次郎 写真展（個展） 10：00～18：00

最終日～17：00 無料
［髙橋］
☎ 042-381-6708

5(水) ○小
I got music！　vol.1
音楽があるじゃない！
～異色ユニットによる、平和を祈る
音楽の旅シリーズ。アメリカ編～
by Le ali d'angelo

18：30開場
19：00開演

全席自由
大人前売3,500円
大人当日4,000円
学生前売2,000円
学生当日2,500円
ペア前売6,000円

Le ali d'angelo（レ･アリ･ダンジェロ）
☎ 080-7851-6438［たでぬま］
 lealidangelo@gmail.com

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 大規模小売店舗立地法に基づく
説明会

18：30開場
19：00開演

全席自由
無料

武蔵小金井駅南口第 2地区
市街地再開発組合 事務局
☎ 042-316-4711

7(金) ○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

7(金) ○小 映画「おりょう」上映会　　　  
 

19：00開場
19：30開演

全席自由
一般 500円
ペア 800円

Koganei Studio-N［西村］
☎ 070-6945-7698
 hideto1007nishimura@gmail.com

8(土) ○大 秋の全国交通安全運動 
市民の集い

13：00開場
14：00開演

全席自由
無料

小金井市役所 交通対策課［佐藤］
☎ 042-387-9850
小金井警察署 交通総務係［齊藤］
☎ 042-381-0110

8(土) ○大
前川喜平 講演会
「ひとりひとりを大切にする教育とは」
～子どもの権利とともに～ 第二弾～ 

18：40開場
19：00開演

全席自由
1,000円

「ひとりひとりを大切にする教育とは
～子どもの権利とともに」実行委員会
 KdmKenri@gmail.com

8(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

9(日) ○大 松元ヒロ ソロライブ 
in 小金井 パート４　　　　　 

 

13：30開場
14：00開演

全席自由
一般1,800円
学生1,200円
ペア3,000円
当日一般2,300円

松元ヒロ in 小金井 実行委員会
☎ 042-387-1662［佐藤］
 hiro.matsumoto.
　 koganei@gmail.com

10(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

12(水)～
17(月・祝) ○Ｇ 写真展示

10：00～18：00
初日 　14:00～
最終日～15:00

無料 コニカ友の会写真部［西山］
☎ 042-625-9164

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］

14(金) ○大 くにたち女声合唱団
第19回 定期演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

くにたち女声合唱団 代表［前田］
☎ 042-525-4477

14(金) ○小
主催
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　　　

13：30 開場
14：00 開演

こがねいメンバーズ
無料
一般 500円
※残りわずか

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

16(日) ○小
オペラ集団 I CANTORI 
サロンシリーズ vol.21
ヴェルディ作曲 オペラ『リゴレット』
ハイライト（字幕付 イタリア語上演）

 

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,800円

I CANTORI チケット担当
☎ 080-5973-2077
 i.cantori.ticket@
　 gmail.com

16(日) ○大 tnat-tanz ダンスコレクション
vol.8

①14：00 開演
②18：00 開演

全席自由
大人1,000円
小学生500円

タントタンツスタジオ［柳下］
☎ 090-7807-3175
 info@tanttanz.com

HP http://tanttanz.com

17(月・祝) ○小 さとう美樹ピアノ教室 発表会 13：50開場
14：15開演

全席自由
無料

さとう美樹ピアノ教室
☎ 080-5047-2622

20(木) ○大
バルカン室内管弦楽団 meets
世界平和コンサートへの道管弦楽団
特別文化交流コンサート

18：00 開場
19：00 開演

全席自由
一般2,500円
高校生以下 
1,000円

指揮者 柳澤寿男 後援会
☎ 090-7009-6985
 toshio.kouenkai@
　 docomo.ne.jp

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

20(木)～
24(月・祝) ○Ｇ

第30回 悦の会 写真展
“それぞれの瞬間”

10：00～18：00
初日 　13：00～
最終日～15:00

無料 悦の会 会長［河西］
☎ 042-582-1340

21(金) ○小 PIANO JOINT CONCERT
（ピアノジョイントコンサート）

18：30開場
18：45開演

一部指定
前売 2,000円
当日 2,500円

［恩地］
☎ 090-3813-0352
 jan-kasprowicz2002.4@

　 ezweb.ne.jp

22(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(土) ○小
映画「獄友」
多摩地域巡回上映ツアー@小金井 18：45 開場

19：00 開演
全席自由

前売 1,300円
当日 1,500円

Kimoon Film
☎ 042-316-5567
 info@gokutomo-movie.com

HP gokutomo-movie.com

23(日) ○大
主催
こがねい落語特選
納涼 落語の華 ～煌く個性～

12：30 開場
13：00 開演 完売御礼

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

23(日) ○小 コンサート･ミモザ 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

カンタンテリリカ
☎ 070-4557-9339
 info@cantantelirica.com

23(日) ○小 Ensemble de Cor “Esprit”
Concert vol.1　　　　　　　

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
1,000円

ホルンアンサンブル エスプリ［西内］
☎ 070-4075-8943
 edition.ambitious@gmail.com

24(月・祝) ○小 0歳からのはじめてのオーケストラ   9：50 開場
10：20 開演

全席自由
0歳～未就学児 

1,000円
小学生以上、一般

2,000円

特定非営利活動法人
遊び・文化ＮＰＯ小金井こらぼ
☎ 042-384-2569
 koganei.kodomo@
　 gmail.com

24(月・祝) ○小 マリエッタダンスパーティー 13：20 開場
13：20 開演 600円 マリエッタ

☎ 042-336-5649

26(水) ○小 古楽器でたのしむバロック室内楽
～バロック・ヴァイオリンとともに～

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,800円

事務局［矢口］
☎ 090-4711-0166
FAX 042-488-6739
 m1aytn@pc.email.ne.jp

27(木) ○大 平成30年度
第2回 摂食嚥下研修会

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
1,000円

日本歯科大学 口腔リハビリ
テーション多摩クリニック
☎ 042-316-6211

27(木) ○小 朗読会「大きな栗の木の原で」 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

［戸村］
☎ 090-9833-8381

28(金) ○小 大滝俊
ブランチタイム コンサート

10：00 開場
10：30 開演

全席自由
1,000円

大滝事務所［大滝］
☎ 090-1852-7879

28(金) ○小
ヨーロッパ音楽の旅
今井園子 
ヴァイオリンリサイタル　　　 

 

18：30開場
19：00開演

全席自由
2,000円

［今井］
 sonokostastny@
　 gmail.com

28(金)～
10/1(月) ○Ｇ 小金井書道連盟 書道展 11：00～17：00

最終日～15:00 無料
小金井書道連盟［渡辺］
☎ 090-4126-7044

29(土) ○大 合唱団エトワーユ
第34回 定期演奏会

18：30開場
19：00開演

全席自由
無料
要事前申込

合唱団エトワーユ
 etoadm@hotmail.co.jp

30(日) ○大
第63回 電通のうたごえ祭典 
in さんたま
あすをひらく音楽会

13：00開場
13：30開演

全席自由
1,500円

合唱団あすをひらく風
☎ 090-5765-5400［齋藤］
☎ 090-4732-2636［藤森］

30(日) ○小 「そだね～」紙芝居っておもしろい！
13：45 開場
14：00 開演

全席自由
無料

［守永］
☎ 042-388-8335

2018年 7月9日現在




