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■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、電話、当館2 階事務室、各プレイガイドにてご購入いただけます。
●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け付けいたします。
◎ U-25席は、公演当日に25歳以下の方が対象となります。
◎ 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。

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）でのお支払い･チケットの受け取りができます。

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
当館2階事務室
ご来館の上、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

ネット会員にご登録いただくと、チケット予約の際に名前や住所を入力
する手間が省けます。また、メールマガジンで、小金井 宮地楽器ホールが
取り扱うチケットの公演情報をお届けします。

[入会費･年会費] 無料　[ 会 員 期 限 ] なし
[ 入 会 方 法 ] 小金井 宮地楽器ホールホームページの
 「インターネットチケットシステム」よりご登録ください。

小金井 宮地楽器ホール　「ネット会員」募集中！！

一般4,000円　
U-25席2,000円

3,600円こがねい
メンバーズ

全席指定

今年は吹奏楽のコンサート。
館内の華やかなクリスマスの装飾とあわせてお楽しみください。

小ホール 2312 （日･祝） 参加申込不要･無料自由席

一般3,500円　U-25席2,000円
3,200円こがねいメンバーズ

全席指定
柳家権太楼 笑福亭鶴光 立川談幸 桂文治

際立つ個性を持つ実力派噺家たちによる「新春落語」。
どんなネタが語られ、どんな色に染まるのかは高座にあがるまで
予測不能。“個を貫く”落語家たちの真剣勝負をお楽しみください。

TV、CM、映画、ステージと、ジャンルに捉われず活躍する3人。
スタイリッシュなサウンドとエンタテインメント性に長けたパフォーマンスとともに、
小金井のためだけに構成されたスペシャル･プログラムをお贈りします。

13:00
大ホール 271 （日）

2019

小金井市市制施行60周年記念事業

こがねいニューイヤーコンサート
東京楽所

～源氏物語が誘う「雅楽の世界」～

世界中で愛されている絵本「ぞうのババール」に、
プーランクによって作曲された音楽が加わり、絵本の世界が

大ホールの空間いっぱいに広がります。日本を代表するピアニスト高橋アキと
人気落語家の柳家花緑が贈る、子どもから大人まで楽しめる音楽物語です。

11
30（金）15（木）

11 期
間
内
必
着17（土）～24（土）

11チケット
発売日

一般こがねいメンバーズ先行 市内先行 ※裏面参照

［ 予定曲目 ］ クライスラー：愛の喜び
ピアソラ：リベルタンゴ
スタイナー：タラのテーマ～映画『風と共に去りぬ』より～
NAOTO：HIRUKAZE
  ～ NHK『スタジオパークからこんにちは』テーマ曲～  ほか

14:00
大ホール 201 （日） 完売御礼2019 好評販売中！ 16:00

大ホール 232 （土）
2019 好評販売中！

NAOTO（ヴァイオリン） 柏木広樹（チェロ） 榊原 大（ピアノ）

［ 出演 ］小金井吹奏楽団GREEN’S
［ 定員 ］120名（ご来場者多数の場合は、入場を制限する場合があります。）

子どものためのブラス 13:00開演（12:30開場） ※約40 分

みんなのためのブラス

★アニメソングや手遊び歌など、子どもが喜ぶプログラム

★子どもも大人も家族みんなで楽しめるプログラム
15:00開演（14:30開場） ※約50 分

イベントレポート キッズ伝統芸能体験 （共催）

子どもたちが本物の伝統芸能に出会う“和のお稽古”プログラム。当館では8月から篠笛のコース

を開講し、12 人の子どもたちがお稽古に通ってきています。初めて触る楽器に緊張し、慣れない

正座に苦労しながらも、真剣に練習を重ね、いよいよ国立劇場での本番に臨みます。

東京都／アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）／
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会［略称：芸団協］内　「キッズ伝統芸能体験」事務局
T EL　03-5909-3060 （平日10時～18時）

主　　催

お問合せ

正座に苦労しながらも、真剣に練習を重ね、いよいよ国立劇場での本番に臨みます。正座に苦労しながらも、真剣に練習を重ね、いよいよ国立劇場での本番に臨みます。

伝統芸能体験 発表会  2412 （月･休） （　　）13:30～14:50 国立劇場 小劇場

14:00 大ホール（土）
まもなく発 売！

2019
14:00大ホール（日）

まもなく発 売！243

［ 予定曲目 ］
マルティヌー：フルート、ヴァイオリン、
  ピアノのためのソナタ
エルガー ：愛の挨拶
イベール ：2つの間奏曲　ほか

［ 演奏曲目 ］
サ ティ ：陣取り遊び（朗読付き）
助川敏弥 ：「ちいさき いのちの ために」
プーランク：音楽物語「ぞうのババール」
   （ピアノ：高橋アキ　語り：柳家花緑） ほかS席4,000円　A席3,000円　U-25席2,000円

S席3,600円　A席2,700円こがねいメンバーズ

全席指定

11
30（金）15（木）

11 期
間
内
必
着17（土）～24（土）

11チケット
発売日

一般こがねいメンバーズ先行 市内先行 ※裏面参照

大人2,500円　子ども（4歳～中学生）500円
大人2,200円こがねいメンバーズ

全席指定

『世界の絵本展』
（水）3 20 （日）～242019関連企画

市民ギャラリー
世界各国で親しまれている絵本300冊以上を
展示します。お楽しみに ！！

［ 演奏曲目 ］
サ ティ ：陣取り遊び（朗読付き）
助川敏弥 ：「ちいさき いのちの ために」
プーランク：音楽物語「ぞうのババール」
   （ピアノ（ピアノ（ピア ：高橋アキ　語キ　語キ り：柳家花緑） ほか（4歳～中学生）500円

柳家花緑（語り）

世界中で愛されている絵本「ぞうのババール」に、
プーランクによって作曲された音楽が加わり、絵本の世界が

大ホールの空間いっぱいに広がります。日本を代表するピアニスト高橋アキと
人気落語家の柳家花緑が贈る、子どもから大人まで楽しめる音楽物語です。

柳家花緑（語り）

高橋アキ（ピアノ）

奥村 愛（ヴァイオリン） 高木綾子（フルート） 菊池洋子（ピアノ）

3人の演奏家によるアンサンブルと、それぞれが影響を受けた
“私のとっておきの音楽”を演奏する、小金井だけのスペシャル企画です。

こがねいのミューズたちによる

©FUMI ©Yuji Hori©Wataru Nishida

北見翼（和妻）

13：00
開場

※曲目や出演者プロフィールはホームページでご覧いただけます。

音楽

語り

映像

3人の演奏家によるアンサンブルと、それぞれが影響を受けた

クラシック音楽界の第一線で活躍する
小金井ゆかりのミューズたち。

※膝上鑑賞不可
※4歳未満入場不可



答えは「イベントなび」来月号、または11/16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、連続最大7日間です。平日に設営をして
から土日を含んで開催、月曜日に撤収作業をされ
る、というお客さまが多いです。ご利用方法、お
申し込み方法など、お気軽にお問合せください。

  11月号クイズの答え

A.

Q.
市民ギャラリーで展
示をする場合、最大
何日まで連続利用
が可能でしょうか？

Q.
地下1階の和室は、8
畳と4畳半の二間続き
のお部屋になっており、
掛け軸がかけてありま
すが、それぞれ何と書
いてあるでしょうか？

2019
1/22（火）
14：00

●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11月15日発行 vol.78　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…12月11日（火）・18日（火）、29日（土）～2019年1月3日（木）

イベントCALENDAR12月
December

vol.78

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（3/24（日）公演は1人4枚
まで、3/30（土）公演は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。

～飯田有抄のクラシックは面白い！～
滝 千春＆沼沢淑音 
～ブラームスとドイツで聴く
　現代音楽を小金井に～

年会費2,000円で
楽しみが盛りだくさん！

［共通］こがねいメンバーズ無料（2名まで参加可）／小ホール／全席自由

時代考証のプロが語る！
落語にみる江戸のくらし
リターンズ！
大好評の時代考証×落語のコラボレーション企画
をお楽しみください。
出演：大石 学（東京学芸大学教授、日本時代考証学会会長）
　　  立川こはる（落語家）

第36回～第38回は、クラシック音楽ファシリテータ－の飯田
有抄がナビゲーターとなり、第一線で活躍する音楽家から、
クラシック音楽のうんちく、トリビア、裏話を聞き出します。

［時間］各回11：00開講（10：30開場） 約60分
［場所］1階 マルチパーパススペースＤ（スペース「N」）　　［定員］30名
 こがねいメンバーズ会員のみ参加事前予約可（10席分、会員1名につき2名まで）
 第36回は11/15（木）、第37回は12/16（日）、第38回は1/16（水）に受付開始。

［入場無料］

会員特典

（全3回）

第●36 回 11月25日（日） ゲスト：滝 千春（ヴァイオリニスト） 

第●37 回  1月13日（日） ゲスト：水内謙一（リコーダー奏者） 

第●38 回  2月17日（日） ゲスト：菊池洋子（ピアニスト）　

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
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 3

特典 1

特典 4

特典 2

特典 5
特典 6

友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！！

先行予約

12/12（水）
19：00
満員御礼！

残席わずか

©Sina Eslami

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

11/28(水)
～12/4(火) ○Ｇ

早稲田大学 小金井稲門会
第10回美術作品展

10：00～18：00
初日 14：00～ 無料 早稲田大学 小金井稲門会［國分］

☎  090-8026-7378

1(土) ○大 東京多摩交響楽団 演奏会　　 13：30開場
14：00開演

全席指定
S席 4,000円
A席 3,800円
学生2,500円

コンセール･アミ 小金井
［山蔭］
☎  090-9859-8937

2(日) ○大
主催
オッテンザマー ･トリオ
コンサート　　　　　 　

13：30開場
14：00開演

S席 4,000円
Ａ席 ・U-25席

完売
こがねいメンバーズ
S席 3,600円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎  042-380-8099

2(日) ○小 24ｔｈ Piano Concert
（ピアノ発表会）

13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

［坂本］
HP http://piano-workshop.
　 net/myj/sakamoto/school

4(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

5(水) ○大 冬のコンサート　　　　　　   

 

18：00開場
19：00開演

全席自由
ツアーコンサート
パンフレット割引

 500円
前売 600円
当日 700円

東京五美術大学管弦楽団
［住岡］
☎  080-8241-3213

5(水) ○小
オペラ集団 I CANTORI 特別公演
1,000円（前売）で楽しむ !!!
アフタヌーンコンサート vol.2  

 

14：30開場
15：00開演

全席自由
前売1,000円
当日1,500円

2018年12月 
気軽にクラシックのコンサート
を楽しむ会 チケット担当
☎  080-5271-6196
 studiocantiamo@gmail.com

6(木) ○大 歌って踊れる 青春ポップス &
今陽子 スペシャルコンサート   

13：00開場
13：30開演

全席自由
前売5,500円
一般6,000円

宮地楽器 小金井支店
☎  042-383-5551

6(木) ○小 冬のハーモニー 13：00開場
13：30開演

全席自由
1,000円

［吉岡］
 yukolav@di.pdx.ne.jp

7(金) ○大 クリスマス歌声コンサート　　 
 

12：30開場
13：00開演

全席自由
前売1,500円
当日2,000円

マイソング
☎  03-5774-1414

7(金)
8(土) ○Ｇ 小金井市障害者週間 芸術展

【7日】
13：00～17：00
【8日】
10：00～16：00

無料 小金井市福祉保健部
自立生活支援課
☎  042-387-9848

8(土) ○小 小金井市障害者週間
スペシャルイベント

 9：30開場
10：00開演

全席自由
無料

8(土) ○小 Ensemble Kolofónia
第 2回公演

18：45開場
19：00開演

全席自由
無料

Ensemble Kolofónia
 ensemblekolofonia@
　 gmail.com

9(日) ○Ｇ 献血 10：00～11：30
13：00～16：00 無料

東京都赤十字血液センター
HP https://www.bs.jrc.
　 or.jp/ktks/tokyo

10(月)
○大

介護予防でつながる！ ひろがる！
大交流会（小金井さくら体操／
生島ヒロシ講演／活動発表）

13：00開場
13：30開演 全席自由

無料

東京都健康長寿医療センター研究所
東京都介護予防推進支援センター
☎  03-5926-8236
FAX 03-5926-8237○小 介護予防でつながる！ ひろがる！

大交流会（活動発表）
14：30開場
15：00開演

12(水) ○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

12(水)～
17(月) ○Ｇ 第14回 彩人形 合同作品展

10：00～17：00
初   日14:00～
最終日～16:00

無料 ［豊嶋］
☎  042-301-2760

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) ○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

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

14(金) ○大
ヴァイオリン ピアノ 
デュオリサイタル
「フランス音楽の夕べ」　　　　

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般 4,000円
高校生以下
 2,000円

［伊藤］
☎  090-8478-0934
 zarephathjapan@
　 gmail.com

14(金) ○小
デジタルパイプオルガンコンサート 
No.14
尺八・筝・パイプオルガンによる
～一陽来復（クリスマス／冬至）から春へ～

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
 takashi@sakai-organ.org

15(土) ○大
主催
こがねいクリスマスコンサート
森 麻季＆林 美智子
デュオ・リサイタル

13：30 開場
14：00 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

15(土) ○小 ECCジュニアの
英語でクリスマス・パーティ

14：15開場
14：30開演 参加費 700円［鬼山］☎  090-5550-8302

16(日) ○大 バレエ・メソッド第30回 発表会 17：00開場
17：30開演

一部指定
無料

バレエ･メソッドKIDA［喜田］
 ballet.method@
　 docomo.ne.jp

17(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

19(水) ○大
国分寺チェンバークワイア 
クリスマス公演
J.S.バッハ 「クリスマスオラトリオ Ⅰ－Ⅲ」

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
2,800円

国分寺チェンバークワイア［中重］
☎  042-381-4768
HP http://kokubunjichamber.
　 blog33.fc2.com

19(水) ○小
島津アトリエ工房 
アトリエカラフル美術教室
クリスマス会工作2018

13：45 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

島津アトリエ工房 
アトリエカラフル美術教室［島津］
☎  080-5485-7226

19(水)～
23(日) ○Ｇ

新井淳夫「フランスの美しい村々」展 
及び 
竹ペンで描く墨絵7教室合同展

10：00～19：00
初日 14：00～21:00
最終日 ～18：00

無料 ［新井］
 atsuoya@gmail.com

20(木) ○大 大塚礼子バレエスタジオ
けいこおさめ会

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
無料
要事前申込

大塚礼子バレエスタジオ
☎  03-3397-2522

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

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

22(土) ○小 クリスマスコンサート♪ 18：45 開場
19：00 開演

全席自由
無料

和田ピアノ教室
☎  042-316-8227

23(日・祝) ○大 ’18 バレエクリスマス勉強会 15：00 開場
15：30 開演

一部指定
無料

Ballet Work PETAL
☎  042-385-7567

23(日・祝) ○小
主催
クリスマス･ミニ ･コンサート
出演：小金井吹奏楽団GREEN'S

① 12：30 開場
　 13：00 開演
②14：30 開場
　 15：00 開演

全席自由
無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎  042-380-8099

25(火) ○大 東京農工大学吹奏楽団
第54回 定期演奏会

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
無料

東京農工大学吹奏楽団
 tuat.suisougakudan@
　 gmail.com

25(火) ○小
冤罪音楽プロジェクト イノセンス
クリスマスライブ！
「真実・事実・現実 あることないこと」

17：00 開場
18：00 開演

全席自由
前売3,000円
当日3,500円

キムーンフィルム
☎  042-316-5567
 info@gokutomo-movie.com

26(水) ○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

27(木) ○大
2018 音踊力
Avec Coco 福田純子バレエスタジオ
ちょっとおそめのクリスマス会

17：00頃開始
一部指定

無料
要事前申込

Avec Coco 
福田純子バレエスタジオ［福田］
☎  090-9825-2517

27(木) ○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

28(金) ○大 都立 杉並高校 吹奏楽部
第2回 アンサンブルコンサート

18：00開場
18：30開演

全席自由
無料

都立 杉並高校吹奏楽部 顧問
［古澤］
☎  03-3391-6530

2018年10月10日現在




