






曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

2(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

3(水) ○小 タカラバコ Live vol.3 18：30 開場
19：00 開演

一部指定
予約自由席

2,500円
学生自由席

1,000円
当日自由席

2,800円

タカラバコ Live［松下］
HP https://takarabako.
strikingly.com

4(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 ]

5(金) ○小 小金井市シルバー人材センター
いきいきシルバーフェア 9：00 開場 無料

小金井市シルバー
人材センター［片村］
☎ 042-383-6141
 silver@koganei-sc.or.jp

7(日) ○大 小金井市 
市制施行60周年記念式典

  9：15 開場
10：00 開演 無料

小金井市企画財政部
広報秘書課秘書係
☎ 042-383-1111

8(月・祝) ○大
緑小PTAコーラス
コールマイゼ コンサート
～ときめき、夢、LOVE～　　  

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
1,000円

Kohlmeise［加藤］
 kohlmeise2018@gmail.com

8(月・祝) ○小
子供と一緒に！コンサート
ピッコロクラッセスペシャル企画
vol.31
ヴァイオリン、パーカッション、
ピアノのトリオで　　　　　　  

10：00 開場
10：30 開演

一部指定
大人（中学生以上）

1,500円
子供 （3歳～
小学生）500円
お席の不要な
3歳未満は無料

Piccolo Classe
（ピッコロクラッセ）
☎ 050-3454-0849
HP https://www.piccolo-
　 classe.com/concert-
　 maeuri

8(月・祝) ○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

8(月・祝) ○小 早川文乃 ＆ 富山宏基
デュオリサイタル 2018

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,500円

［早川］
☎ 080-2137-4822
 ayanobile@gmail.com

10(水) ○大 小金井なかよし市民まつり
「シニアフェスタ」

  9：20 開場
10：00 開演

全席自由
無料

小金井市悠友クラブ
連合会 事務局［内藤］
☎ 042-301-6363

11(木)
～15(月) ○Ｇ

大型カメラによる銀塩写真展
“四季癒心―奥多摩”

10：00～17：00
最終日～15：00 無料

［森］
☎ 042-382-9140

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 ]

13(土) ○大
○小

主催
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（ミニ講座付き）

12：30 開場
13：00 開演

中学生以上
25歳未満対象
無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

14(日) ○大
主催
第6回 小金井市民文化祭特別公演
FOCUSこがねい
こがねいガラ･コンサート 2018

14：30 開場
15：00 開演

S席 5,000円
Ａ席 4,000円
U-25席2,000円
こがねいメンバーズ
S席 4,500円
Ａ席 3,600円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

15(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

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入 場 料 な ど お問合せ先

15(月) ○小 典雅きもの学院 
着付発表会 予選会 時間未定 全席自由

無料
（株）まるやま小金井店
☎ 042-381-1469

17(水)
～22(月) ○Ｇ ざっく展

11：00～19：00
初日14：00～
最終日～17：00

無料

アトリエザック［米倉］
☎ 042-528-5568
 pdog@sepia.ocn.ne.jp

HP http://www.geocities.
　 jp/atelier_zack

17(水) ○小 エトワール･シャンテ 第八回 12：30 開場
13：00 開演

全席自由
無料

歌う会［蛭川］
☎ 042-302-1593

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

公益財団法人 小金井市
体育協会加盟団体 ダンス
スポーツ連盟 事務局［小松］
☎ 042-384-1911

21(日) ○大 Ｎ饗メンバーによる
弦楽四重奏コンサート　　　   

 

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

21(日) ○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

23(火) ○小 映画「お母さんに返しといて」
完成披露試写会

18：45 開場
19：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

こがねいロケよび隊［田村］
 koganeilocation@gmail.com

24(水) ○大 第29回 中野プラタナス
シャンソン発表会

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
無料

中野プラタナス 代表［竹内］
☎ 03-3247-3517

24(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

25(木) ○小
東京代協公開講座
「首都直下（多摩直下）地震への
備えは大丈夫ですか？
～熊本地震・大阪北部地震等の
教訓を踏まえて家族を守るには～」

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

一般社団法人 
東京損害保険代理業協会
☎ 03-3253-8291
 jimukyoku@tokyodaikyo.or.jp

26(金) ○小 平成30年度 シニアラジオ体操   9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

小金井市ラジオ体操会連盟 
理事長［福嶋］
☎ 042-384-8836
☎ 080-5644-2940
 taf0706@jcom.home.ne.jp

27(土) ○小 0歳からの
リトミックコンサート vol.4

10：40 開場
11：00 開演

全席自由
一般1,500円
小学生以下

500円
事前予約で

100円引 まつざわ音楽教室［松澤］
☎ 090-9594-2638
 childmusicm@gmail.com

HP https://matsurito.
　 sakuraweb.com

27(土) ○小
こどものための
楽器体験ワークショップ
～きらきらぼしを えんそうしよう！～

13：00 開場
13：15 開演

全席自由
小学生1,000円
（小学生対象）

27(土) ○小 こどもたちのための
パーカッションコンサート

14：20開場
14：40開演

全席自由
一般1,500円
小学生以下
1,000円

事前予約で
100円引

27(土) ○小 小金井第二中学校 
昭和46年 3月卒 同窓会

18：00開場
18：30開演

関係者のみ
入場可

［林（旧姓：河島）］
 tenmonhakumei113@
　 gmail.com

28(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

［田竝］
☎ 090-8946-2623
 tanami39@ozzio.jp

28(日) ○小
NPO法人 日本アマチュア
演奏家協会（エイパ）主催
チェコスロヴァキア
建国100周年記念音楽祭

12：00開場
12：30開演

全席自由
無料

APA中央線例会［吉田］
☎ 080-4123-4464
☎ 0422-36-1786
 apa.chuosen@gmail.com

31(水) ○小 ドラマティックリーディング
「わ・和」朗読会

13：00開場
13：30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

2018年 8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…10月9日（火）・16日（火）

【お問合せ・申し込み】東京代協 事務局 公開講座係　TEL：03-3253-8291　Eメール：jimukyoku@tokyodaikyo.or.jp

平成 30 年10月25日（木）

14：00～16：00（13：30開場）
小金井 宮地楽器ホール 小ホール

【全席自由】無料　【主催】一般社団法人 東京損害保険代理業協会

東京代協 公開講座 

首都直下（多摩直下）地震への備えは大丈夫ですか？
～熊本地震・大阪北部地震等の教訓を踏まえて家族を守るには～
この公開講座は、社会貢献の一環として、
毎年、都内各地で行っている講座です。
いつ襲ってくるかも知れない災害に対し
て、今何ができるか、何をしなければな
らないのかを要援護者の視点で一緒に
考えることを目的に開催します。

【チケット・お問合せ】小金井宮地楽器ホール（窓口販売のみ）／日本アーティストチケットセンター03-5305-4545

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！
初心者に楽しみ方を、マニアに奥深さを、
そして捧腹絶倒のラストまで！
各地で人気を集めたステージが小金井に登場！

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

2018年11月28日（水）
小金井 宮地楽器ホール 大ホール
 全席指定  一般3,500円
こがねいメンバーズ会員3,200円／学生2,000円

　あなたの知らない！
チェロアンサンブルの世界

19：00開演
（18：30開場）

vol.8

広告

広告

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

S 席 5,000 円　A席 4,000 円　U-25席 2,000 円
 こがねいメンバーズ　S席 4,500 円　A席 3,600 円

小金井ゆかりの演奏家たちによる秋の風
物詩。7年目の今年のイチ推しは、作曲
当時とほぼ同じ編成というベートーヴェン
の「英雄」。お聴き逃しなく！

10/14（日）15：00大ホール 第 6回 小金井市民文化祭特別公演

●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 9月15日発行 vol.76　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

［予定曲目］
モーツァルト：歌劇『劇場支配人』より 序曲
モーツァルト：フルートとハープのための協奏曲 ハ長調
チャイコフスキー：ロココ風の主題による変奏曲 イ長調
ベートーヴェン：交響曲 第 3番 変ホ長調 『英雄』

答えは「イベントなび」
来月号、または9/15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、1階 394席、2階 184席の、合計 578
席です。出演者からもお客さまからも、響きの良
さには定評のある大ホールで、ぜひ様々な公演を
お楽しみください。

  9月号クイズの答え

A.

Q.
ズバリ！
大ホールの
客席数は何席
でしょうか？

Q. 小ホールは、自由な空間アレンジが可能な平土間式のホールです。どのような
ジャンルのご利用が多いでしょうか？

10月October

vol.76

茂木大輔（指揮）　向山佳絵子（チェロ）　高木綾子（フルート）　有馬律子（ハープ）　こがねいガラ･オーケストラ

A席･U-25席
残席わずか

全席指定

©大窪道治 ©FUMI

開催間近！




