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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！！

S席3,600円　A席2,700円こがねいメンバーズ
S席4,000円　A席3,000円　U-25席2,000円

ソロで魅せる「とっておき」の曲に加え、世界の名曲を掘り起こし、
今回限りのデュオやトリオで聴かせるファンならずとも
垂涎のプログラム。桜のように美しいミューズたちが小金井で
奏でる、一度きりの演奏会。

全編を通して描かれる「思いやり」と「愛」。
ピアノ演奏と語り、そして絵本のイラストで贈る
春休みスペシャル企画です。
突如ひとりぼっちになったぞうのババールが
王様になるまでのお話を、ご家族でお楽しみください。

お気に入りの同じ席で、お得にお楽しみいただけます。

14:00
大ホール 303 （土） 好評販売中！14:00

大ホール 243 （日） 好評販売中！

こがねいのミューズたちによる

全席指定

イザイ：
無伴奏ヴァイオリン･ソナタ 
第3番「バラード」

©FUMI ©Yuji Hori©Wataru Nishida

奥村 愛（ヴァイオリン） 高木綾子（フルート） 菊池洋子（ピアノ）

J.S.バッハ：
無伴奏フルートのための
パルティータ

Solo

デュオ＆トリオ... 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
イベール：2つの間奏曲　ほか

シュルツ＝エヴラー：
「美しく青きドナウ」の主題による
アラベスク

SoloSolo
﹇
予
定
曲
目
﹈

大人
2,200円

こがねい
メンバーズ

高橋アキ（ピアノ）　柳家花緑（語り）

（入場無料）

［ 演奏曲目 ］ サ ティ ：陣取り遊び
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」　ほか

市民ギャラリー
マルチパーパススペース

ババールのぬりえをやってみよう！

『ぞうのエルマー』、『はらぺこあおむし』、『ライラックの木』、『小さな魔女ズーズー』
『ブレーズとアン・イヴサールのお城』など、さまざまな国の絵本を直接手にとって
自由にご覧いただくことができる絵本展を開催します！

（水）3 20 （日）10:30～18:00（初日のみ14:00～）～24

ぬりえの用紙配布中。応募作品は『世界の絵本展』内で展示します。

大人2,500円
子ども（4歳～中学生）500円

全席指定

※膝上鑑賞不可※4歳未満入場不可

関連イベント

2019年度 小金井 宮地楽器ホール 主催公演ラインナップ速報 ！！※各公演の詳細や、その他イベント・関連講座等に
ついては、当館ホームページやチラシ、イベント
なび次号をご覧ください。

北村英治スーパーカルテット 
with Special Guest キャロル山崎

メンバーズ先行11/17（日）　市内先行11/18（月）～22（金）　
一般発売11/30（土）

一般3,200円

143 14：00（土）

こがねいメンバーズ

北村英治（クラリネット） 高浜和英（ピアノ）　
山口雄三（ベース） 八城邦義（ドラムス）
キャロル山崎（ヴォーカル）

2020 大ホール

サーカス コンサート ～We Love Harmony !～

一般4,000円　U-25席2,000円

メンバーズ先行5/19（日）　市内先行5/20（月）～24（金）　
一般発売6/2（日）

一般3,600円

239 15：00（月･祝）

こがねいメンバーズ

大ホール

第3回「ラテンの響き」

セプトゥーラ ブラス･コンサート

こがねいクリスマスコンサート　
チェコ少女合唱団《イトロ》

S席4,000円　A席3,500円　U-25席2,000円

メンバーズ先行8/18（日）　市内先行8/19（月）～23（金）　
一般発売8/31（土）

S席3,600円　A席3,200円

812 14：00（日）

こがねいメンバーズ

大ホール

一般3,000円　U-25席2,000円

メンバーズ先行10/12（土）　市内先行10/15（火）～19（土）　
一般発売10/27（日）

一般2,000円　こがねいメンバーズ

S席5,000円　A席4,000円　U-25席2,000円

メンバーズ先行3/16（土）　市内先行3/18（月）～22（金）　
一般発売3/31（日）

S席4,500円　A席3,600円

146 19：00（金）

こがねいメンバーズ

朴 葵姫（ギター）　
上野星矢（フルート）

大ホール

『めにみえない みみにしたい』

大人2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円

メンバーズ先行4/14（日）　市内先行4/15（月）～19（金）　
一般発売4/27（土）

※3歳未満
　膝上鑑賞無料

大人1,800円　子ども900円

278 ①11：30 ②15：00（火）

こがねいメンバーズ

藤田貴大（作･演出） 原田郁子（音楽）　
suzuki takayuki（衣装）
出演：伊野香織 川崎ゆり子
　　　成田亜佑美 長谷川洋子

小ホール

Kids meet Jazz ! ～キッズ･ミート･ジャズ !～
キッズ･カーニバルコンサート

大人2,500円　子ども（3歳～中学生）1,500円

3
3（日）16（土）

2 期間内
必　着18（月）～22（金）

2

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2,200円　子ども1,300円

156 14：00（土）

こがねいメンバーズ

アーヴィン･ホマ･アヤ（ヴォーカル）　
宇川彩子（タップダンス） ルイス･バジェ（トランペット） 
田中邦和（サックス）　 竹田麻里絵（ピアノ）　
塩田哲嗣（ベース） 小山太郎（ドラムス）

大ホール

歌劇『ドン･ジョヴァンニ』※演奏会形式

S席6,000円　A席5,000円　U-25席2,000円

メンバーズ先行7/13（土）　市内先行7/16（火）～20日（土）　
一般発売7/28（日）

S席5,400円　A席4,500円

2411 15：00（日）

こがねいメンバーズ

茂木大輔（指揮）　宮本益光（演出）
宮本益光（ドン･ジョヴァンニ）　伊藤 純（騎士長）　山下浩司（レポレッロ）　
針生美智子（ドンナ･アンナ）　望月哲也（ドン･オッターヴィオ）　
文屋小百合（ドンナ･エルヴィーラ）　近藤 圭（マゼット）　三井清夏（ツェルリーナ）　
室屋翔平（ナレーション）　こがねいガラ･オーケストラ（管弦楽）

大ホール

222 14：00（土）2020 大ホール
ホールの響きシリーズ

第2回「甘美なるイタリア･バロックの響き」

一般3,000円　U-25席2,000円

メンバーズ先行6/15（土）　市内先行6/17（月）～21日（金）　
一般発売6/30（日）

一般2,000円こがねいメンバーズ

ハルモニア･レニス ：水内謙一（リコーダー）　
 村上暁美（チェンバロ）
レ･タンブル ：川久保洋子（バロック･ヴァイオリン）　
 ミリアム･リニョル（ヴィオラ･ダ･ガンバ）
 ジュリアン･ヴォルフス（チェンバロ）

トランペット：フィリップ･コブ（ロンドン響） アラン･トーマス（BBC響）
  サイモン･コックス（オーロラ管）
トロンボーン：ピーター･ムーア（ロンドン響） マシュー･ナイト（ロイヤル･フィル）
  ダニエル･ウェスト
テューバ ：サーシャ･コウシュク＝ヤラリ

叶 正子　　　叶 高
叶 ありさ　　吉村勇一

510 14：00（土） 大ホール
ホールの響きシリーズ

第1回「天上の響き」

一般3,000円　U-25席2,000円

メンバーズ先行3/16（土）　市内先行3/18（月）～22（金）　
一般発売3/31（日）

一般2,000円こがねいメンバーズ

松居直美（オルガン）　
鈴木美紀子（ソプラノ）　
福沢 宏（ヴィオラ･ダ･ガンバ）

77 14：00（日） 大ホール
ホールの響きシリーズ

ホールの響きシリーズ
出演者やお客さまより定評のある、大ホールの音響の良さに

フォーカスしたオリジナル企画シリーズが始動します！
小金井秋の風物詩、こがねいガラ･コンサートの特別版！

人気バリトン歌手の宮本益光による新演出で贈る名作オペラです。

一般3,500円　U-25席2,000円

新春 鏡花水月 ～美の真髄～
こがねい落語特選

メンバーズ先行8/18（日）　市内先行8/19（月）～23（金）　
一般先行8/31（土）

一般3,200円

251 13：00（土）

こがねいメンバーズ

柳家さん喬　
桂 米團治　
古今亭菊之丞　
玉川奈々福（浪曲）

2020 大ホール

一般3,500円　U-25席2,000円

©御堂義乘

納涼 威風堂々 ～個の極み～
こがねい落語特選

メンバーズ先行5/19（日）　市内先行5/20（月）～24（金）　
一般発売6/2（日）

一般3,200円

149 13：00（土）

こがねいメンバーズ

立川志らく　
三遊亭遊雀　
三遊亭兼好　
三遊亭白鳥

大ホール

一般3,500円　U-25席2,000円

こがねいニューイヤーコンサート
東儀秀樹 with Special Guest 溝口 肇

メンバーズ先行9/15（日）　市内先行9/17（火）～21（土）　
一般発売9/29（日）

一般3,600円　

191 14：00（日）

こがねいメンバーズ

東儀秀樹（雅楽師）　
溝口 肇（チェロ）

2020 大ホール

一般4,000円　U-25席2,000円

©宮川舞子

みんなのオペラ こがねいガラ･コンサート2019

友の会「こがねいメンバーズ」限定！

お気に入りの同じ席で、お得にお楽しみいただけます。

クラシック6公演セット券発売！
お気に入りの同じ席で、お得にお楽しみいただけます。

クラシック6公演セット券発売！クラシック6公演セット券発売！

販売期間：2/16（土）～ 3/31（日）
24,000円単体券合計 一般 19,500円友の会

マークマーク

この機会にぜひ、特典多数の
「こがねいメンバーズ」にご入会ください

※限定150席（S席相当）

注目！注目！
小金井秋の風物詩、こがねいガラ･コンサートの特別版

みんなのオペラ
まもなく
一般発売！！

18,500円セット券価格

特
典

年会費
2,000円

チケットの先行予約･割引･送料無料、会員限定イベント、
会報郵送、提携店･提携施設での各種特典　など
※詳細はお気軽にお問い合わせください。

©Ayako
Yamamoto



館内施設にまつわる ミニクイズ
12月号クイズの答え

１階のＪＲ武蔵小金井駅側、正面入口を入ってすぐ左のガラス面沿いにありま
す。ご来館の際には、ぜひ一度設置場所をご確認ください。

A.

Q. 1 階のマルチパーパススペースには、非常時に備えてＡＥＤ（自動体外式除
細動器）を設置しています。どこに設置されているかご存知でしょうか？

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

2(土) ○大 小金井市立緑小学校
地域交流コンサート

13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

小金井市立緑小学校 合唱団
顧問［髙嶋］
☎ 042-383-1148

2(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

2(土)～
6(水) ○Ｇ 芳春展 11：00～19：00

最終日～17：00 無料
東京学芸大学 
日本画研究室［小野寺］
☎ 090-9002-6979

3(日) ○大 BEAT!!　～ Final Concert ～ 14：30開場
15：00開演

全席自由
無料

［北谷］
☎ 080-2821-7665
 Bon2015.beat@gmail.com

3(日) ○小 Compagni di musica
第 5回 演奏会

13：00開場
13：30開演

全席自由
1,000円

Compagni di musica
☎ / FAX 042-573-7550
 amati@y6.dion.ne.jp

3(日) ○小 ラテンパーティー
ひな祭りサルサ

18：15開場
18：30開演

全席自由
1,000円
当日受付にて支払

ラティーノチャンネル
実行委員会［金子］
☎ 090-5435-1200
 latinochanell@gmail.com

4(月) ○大 Monsieur KUDACCHI
～サクソフォンの世界～

19：00開場
19：30開演

全席自由
一般2,500円
高校生以下1,500円

クダッチコンサート運営委員会
 monsieur.kudacchi@gmail.com

4(月) ○小 Servus vol.5
石﨑秀和門下生による 声楽演奏会

13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

門下生代表［笛木］
☎ 080-6720-5080

5(火) ○大 清水智子 ピアノリサイタル　　 13：30開場
14：00開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800円

清水ピアノ会［清水］
☎ 090-4203-2450

6(水) ○大 国立音楽大学 Sオーケストラ
第3回 定期演奏会

18：30開場
19：00開演

全席自由
1,000円

国立音楽大学 Sオーケストラ
 sorchestra0@gmail.com

6(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

7(木) ○大 第13回 講演会
山﨑章郎 いのちを語る

12：45開場
13：30開演

全席自由
3,000円
要事前申込

いのちを語る講演会受付係
☎ 042-325-8166
　 （月・火・水・金 13～17時）
HP http://www.stjohn.jp/careken

7(木) ○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(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］

  9(土)
10（日） ○大

第50回 宮地楽器
ヤマハ音楽教室発表会

複数ステージ
開催

全席自由
無料

宮地楽器 小金井支店 
教室企画管理課［永村・曽根］
☎ 042-383-5551

9(土) ○小 第8回 こがねい市民活動まつり
～小金井っていいなぁ～

  9：30開場
10：00開演 無料

小金井ボランティア市民活動センター
☎ 042-387-0011
 vc-koganei@circus.ocn.ne.jp

HP http://kvac.jp

10(日) ○小 小金井平和の日記念行事   9：45開場
10：00開演

全席自由
無料

小金井市広報秘書課広聴係
☎ 042-387-9818

10(日) ○小 「おだやかな革命」小金井上映会 18：30開場
19：00開演

全席自由
前売1,000円
当日1,200円
小学生まで無料

NPO法人 こがねい市民発電［サトウ］
☎ 042-387-1662（10～19時）
 kogaden2013@gmail.com

13(水) ○小 小金井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］
☎ 042-306-1607
☎ 090-1852-7879

13(水) ○小 マリエッタダンスパーティ 13：20開場
13：20開演 600円 マリエッタ

☎  042-336-5649

13(水)～
18(月) ○Ｇ

小金井写友会 
第 52回 写真展

10：00～18：00
初　日13：00～
最終日～16：00

無料 小金井写友会［細渕］
☎ 042-381-6378

14(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］

15(金) ○大 東京都立小金井北高等学校 
コーラス部 定期演奏会

18：30開場
19：00開演

全席自由
無料

顧問［菊地］
☎ 042-385-2611

16(土) ○大 第1回 こがねい春の能　　　 
16：00開場
17：00開演

1階指定SS席 
5,000円

1階指定 S席
 4,500円

2階自由Ａ席
 3,500円

学生席2,000円

こがねい春の能実行委員会
☎ 070-6422-1532
 harunonoh@gmail.com

16(土) ○小
第7回 
「税に関する絵はがきコンクール」
表彰式

  9：40開場
10：00開演

一部指定
無料
要事前申込

公益社団法人 武蔵野法人会 事務局
☎ 0422-41-1441
 mhoujin@jcom.zaq.ne.jp

16(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

17(日) ○大 民謡三味線 みすじ会 十周年
民謡民舞発表会

  9：30開場
10：00開演

全席自由
無料

民謡三味線 みすじ会［藤﨑］
☎ 090-2250-9036
 fuji.saki1651@mb.point.ne.jp

18(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

20(水) ○小 2人のソプラノによる
アフタヌーンコンサート

13：00開場
13：30開演

全席自由
1,000円

M.A.S.［真田］
☎ 090-2665-4981
 sanda.06190526@gmail.com

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

20(水)～
24(日)

○Ｇ
ほか

主催イベント
世界の絵本展

10：30～18：00
初日14：00～ 無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

21(木・祝) ○大 東京電機大学中学校高等学校 
吹奏楽部 第 9回 演奏会

12：30開場
13：00開演

全席自由
無料

東京電機大学中学校高等学校［鈴木］
☎ 0422-37-6441

21(木・祝) ○小 お話会と子どものつくる指人形劇 12：00開場
13：00開演

全席自由
無料

かるがも教室
☎ 042-387-5000
 ICB77450@nifty.com

22(金)
○小

第三回 ハチドリ公演
I can speak
～太宰治短編作品のオムニバス～
（語り、朗読、ダンス、演劇による）

①13：30 開場
　 14：00 開演
②18：30 開場
　 19：00 開演 全席自由

2,000円
ハチドリ［小渕］
☎ / FAX  042-387-3294
☎ 080-1023-1052

23(土) ③13：00 開場
　 13：30 開演

23(土) ○大 エバリーコンサート2019 
in 小金井　　　　　　　　　

①11：00 開場
　11：20 開演
②14：30 開場
　 14：50 開演

全席指定
大人2,900円
19歳以下

2,500円

Everly チケットセンター
 concert@everly.jp

23(土)
24(日) ○小

オペラ集団 I CANTORI 
サロンシリーズ vol.23
プッチーニ作曲 オペラ「ラ・ボエーム」
日本語字幕・原語（イタリア語）上演
ハイライト公演　　　　　　　 

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

24(日) ○大
公演

親子のためのシリーズ
音楽物語「ぞうのババール」

 

13：30開場
14：00開演

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

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

25(月) ○大 帝京大学中学校・高等学校 吹奏楽部
スプリングコンサート2019

18：00開場
18：30開演

全席自由
無料

帝京大学中学校・高等学校 
吹奏楽部［櫻井］
☎ 042-676-9511

25(月) ○小 都立小金井北高等学校
ダンス部 卒業ライブ

14：00開場
14：30開演

全席自由
無料

ダンス部顧問［稲岡］
☎ 042-385-2611

26(火) ○大
東京都立小金井北高等学校 
吹奏楽部
第25回 定期演奏会

18：00開場
18：30開演

全席自由
無料

東京都立小金井北高等学校 
吹奏楽部［田村］
☎ 042-385-2611

26(火) ○小 織彩 17：30開場
18：00開演

全席自由
500円

ping-pong 代表［國宗］
 pingpong.concert.shikisai
　 @gmail.com

27(水) ○大 小金井市立 緑中学校 定期演奏会 15：00開場
15：30開演

全席自由
無料

顧問［水本］
☎ 042-383-1164

28(木) ○大 第1回 ヤングスプリングコンサート 12：40開場
13：00開演

全席自由
無料

ピティナ国立支部
☎ 042-346-3841［大滝］
☎ 042-380-1530［土屋］

28(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

29(金) ○小 映画でみる“在日” 14：00開場
14：15開演

前売3作品
 2,000円

当日1作品 
1,300円

当日2作品 
2,500円

当日3作品
 3,000円

キムーンフィルム
☎ 042-316-5567
 info@kimoon.net

30(土) ○大
公演

FOCUSこがねい
こがねいのミューズたちによる
My Best of Music　　  

13：30開場
14：00開演

S席 4,000円
Ａ席3,000円
U-25席2,000円
こがねいメンバーズ
S席 3,600円
Ａ席 2,700円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

30(土) ○小 第4回 国際室内楽音楽祭 13：00開場
13：30開演

全席自由
無料

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

31(日) ○大
東小金井バレエスタジオ
La fée clochette　
第四回 発表会

16：30開場
17：00開演

全席自由
無料
要事前申込

［清水］
☎ 080-1084-4188
 ballet.la.fee.
　 clochette@gmail.com
2019年1月10日現在の情報です。

主催者から掲載希望があった催し物のみ掲載しています。
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。

●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 31年2月15日発行 vol.81　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

※ 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。
※会場　○大…大ホール　○小…小ホール　○G …市民ギャラリー休館日…3月12日（火）・19（火）

イベントCALENDAR3月
March

vol.81

大滝 俊 大滝 俊 大滝 俊 ピピピアアアノノノアノアアアノアノアノアアアノア・・・ソソソロロロコココンンンサササーーートトト大滝 俊 ピアノ・ソロコンサート大滝 俊 ピアノ・ソロコンサート
ベートーベン：ピアノソナタ　第23番「熱情」
ロ ッ シ ー ニ：やれやれさやえんどう

小金井 宮地楽器ホール 小ホール会 場

【全席自由】1,000 円 　（当日会場にて）　　　　　主催：大滝事務所　協賛：コンサート・ラド価 格

プログ
ラム

2019 年3月13日（水）日 程 時 間 10：30  開演（10：00 開場）

小金井 ブランチタイム・コンサート vol.7小金井 ブランチタイム・コンサート vol.7

ピアノの巨匠 アリシア・デ・ラローチャの最晩年の高弟です。　

【チケット・お問合せ】大滝事務所 ☎ 042-306-1607 ／☎ 090-1852-7879

広告

ラテンパーティーラテンパーティーひな祭りサルサひな祭りサルサ
楽しいラテン音楽に乗って、サルサを踊ってみませんか？
誰でも参加可能なソーシャルダンスパーティーです。
サルサミニレッスン＆ベリーダンスショーもあり。（飲食持ち込み自由）

楽しいラテン音楽に乗って、サルサを踊ってみませんか？
誰でも参加可能なソーシャルダンスパーティーです。
サルサミニレッスン＆ベリーダンスショーもあり。（飲食持ち込み自由）

小金井 宮地楽器ホール 小ホール会 場

【全自由席】1,000 円（当日受付にてお支払いください）価 格

2019年3月3日（日）日 程 時 間 18：30 開演（18：15 開場）

ひな祭りサルサひな祭りサルサひな祭りサルサひな祭りサルサひな祭りサルサひな祭りサルサひな祭りサルサひな祭りサルサ

（飲食持ち込み自由）（飲食持ち込み自由）（飲食持ち込み自由）

【主催・お問合せ】ラティーノチャンネル実行委員会［金子］　☎090-5435-1200  　　latinochanell@gmail.com

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4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。


