


曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

2(金) ○大 故・小松秀好 三年祭
筝曲 新星会 追悼演奏会

11：00 開場
11：30 開演

全席自由
無料

筝曲 新星会 会長［纓田］
☎ 042-384-6435

2(金) ○大
講演
「沖縄ではいま何が起こっているか」
島洋子（琉球新報政治部長）

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
無料

沖縄と連帯し、安倍9条改憲
を許さぬ三多摩のつどい
実行委員会［三好］
☎ 090-1617-0344

2(金) ○小 第13回 
チャリティダンスパーティー 13：00～16：00 一般1,200円会員1,000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 

3(土) ○大
平成26年度入学 東京学芸大学
B類音楽専攻生による卒業コンサート
Bon appétit（ボナペティ）

14：30開場
15：00開演

全席自由
無料

［高田］
 gakugei.bon.2014@
　 gmail.com

3(土) ○小 第7回 こがねい市民活動まつり
～ともに生きよう みんなフレンズ～

11：00 開場
11：30 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/

3(土) ○Ｇ 子育てメッセこがねい
＠こがねい市民活動まつり 10：00～15：00 無料

小金井子育て・子育ち支援
ネットワーク協議会
☎ 070-6488-5731
 koganei.k.k.netwk@gmail.com

HP http://nobinovino.net

4(日) ○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3,000円

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

4(日)
5(月) ○Ｇ 東京経済大学 写真研究会

春季学外展

【4日】
11：00～19：00
【5日】
9：00～17：00

無料 東京経済大学 写真研究室
 tkuphtclb@yahoo.co.jp

6(火) ○大 2018 中学入試報告会   9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

株式会社 早稲田アカデミー
HP http://www.waseda-ac.co.jp

7(水) ○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

8(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(木) ○小

公演

《こがねいメンバーズ会員限定イベント》
パイプオルガンの魅力
～オルガン音楽で辿る、
　スヴェーリンクからバッハまで～

14：30開場
15：00開演

全席自由
友の会会員
無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

9(金) ○小 子どものかかりやすい病気と
予防接種 9：30～11：30 無料 北多摩中央医療生活協同組合

☎ 042-382-9112

9(金) ○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

10(土) ○大 国立音楽大学 くにたちWinds
第14回 定期演奏会

18：30開場
19：00開演

全席自由
1,000円

［有岡］
☎ 080-2998-6437
 tromba.0919@docomo.ne.jp

10(土) ○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

小金井市企画財政部
広報秘書課広聴係
☎ 042-387-9818

10(土) ○小 Ensemble UnLimited
第 3回 不定期演奏会

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
無料

アンサンブルアンリミテッド
HP eulstrings@gmail.com

11(日) ○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

12(月) ○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

14(水)～
19(月) ○Ｇ 油彩絵・水彩絵

10：00～17：00
初日 13：00～
最終日～16：00

無料 野ばらの会［井上］
☎ 042-382-9124

15(木) ○大 女声合唱団 輝
第13回 演奏会

13：30開場
14：00開演

全席自由
無料
要事前申込

女声合唱団 輝［西田］
☎ 042-382-2488

15(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(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 

16(金) ○大 2018 高校入試報告会   9：30 開場
10：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

株式会社 早稲田アカデミー
HP http://www.waseda-ac.co.jp

17(土) ○小 石﨑秀和門下生による声楽演奏会
Servus vol.4

13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

［北谷］
☎ 080-2821-7665

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

18(日) ○小 パブリート 第 74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

21(水・祝) ○大 東京電機大学中学高等学校
吹奏楽部 第 8回 演奏会

12：30開場
13：00開演

全席自由
無料

東京電機大学中学高等学校
［鈴木・加藤］
☎ 0422-37-6441

21(水・祝) ○小
語りと音楽の会 ともだちや
活動15周年記念公演
宮沢賢治「双子の星」

14：30 開場
15：00 開演

全席自由
2,800円

ともだちや［小内］
☎ 090-9972-0474
 komacht2@docomo.ne.jp

22(木) ○小
小池芳子 ソプラノリサイタル
賛助出演：宮本哲朗（バリトン）
　　　　 金井信（ピアノ）　　  

13：30 開場
14：00 開演

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

オフィスＫ［木下］
☎ / FAX 042-316-9203

23(金) ○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 2018

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

24(土) ○大
混声合唱団 
アルベルネ ユーゲントコール
第52回 演奏会

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
1,000円

［紫合］
☎ 090-9381-7586
 o-shigo@mub.biglobe.ne.jp

24(土) ○大
東京都立小金井北高等学校 
コーラス部
第１回 定期演奏会

18：30開場
19：00開演

全席自由
無料

東京都立小金井北高等学校 
コーラス部 顧問［菊地］
☎ 042-385-2611

24(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

24(土) 和
室

主催イベント

親子のためのシリーズ
春休み！親子 de 茶道体験
対象：小学生の子どもと保護者

①10：15～
②11：30～
③13：15～
④14：30～
各回5組10名

おひとり500円
（お抹茶・お菓子代）
往復はがきにて
要事前申込
（2/28締切）

小金井 宮地楽器ホール
☎ 042-380-8077

25(日) ○大 混声こがねい 第 3回 演奏会 13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

合唱団 混声こがねい［高橋］
☎ 042-384-5390

25(日) ○小 国際室内楽演奏会 13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

APA（日本アマチュア演奏家
協会）［吉田］
☎ 080-4123-4464
 apa.chuosen@gmail.com

25(日) ○Ｇ
主催イベント

親子のためのシリーズ
春休み！親子 de 華道体験
対象：小・中学生の子どもと保護者

①10：15～
②13：15～
各回10組20名

おひとり800円
（お花代）
往復はがきに
て要事前申込
（2/28締切）

小金井 宮地楽器ホール
☎ 042-380-8077

26(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

26(月) ○小 ボール・ルーム・フリーダンス 13：20開演 700円 シルフィード
☎ 090-3801-1434

27(火) ○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(水) ○大
東京都立小金井北高等学校 
吹奏楽部
第24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
FAX 042-382-9522

28(水) ○小 映画「母 小林多喜二の母の物語」
①10：00 開場
　 10：30 開演
②13：30 開場
　 14：00 開演

全席自由
前売 1,200円
当日 1,500円

株式会社 現代ぷろだくしょん
☎ 03-5332-3991

28(水)～
4/1(日) ○Ｇ 第3回 フォトクラブ彩光 写真展

10：00～18：00
初日 13：00～
最終日～16：00

無料 フォトクラブ彩光［吉田］
☎ 090-6026-8419

29(木) ○小 大滝俊 ブランチタイム・コンサート
カタルーニャの風を感じて

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
コンサート・ラド［長谷］
☎ 090-6515-1059

30(金) ○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

30(金) ○小 Allure Saxophone Quartet
2nd Concert　　　　　　　  

18：45開場
19：15開演

全席自由
1,000円

Allure Saxophone Quartet
 allure.sq@gmail.com

31(土) ○小 13人の音楽家による
スプリングコンサート　　　　  

13：30開場
14：00開演

全席自由
1,000円

スプリングコンサート実行委員会
☎ 042-325-4796
 springconcert.info@gmail.com

31(土) ○大 公演

演劇的組歌曲「悲歌集」　 
14：30開場
15：00開演

Ｓ席 4,500円
Ａ席 3,500円
学生席2,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

31(土) ○小 イエスの死の記念式 18：30開場
19：00開演

全席自由
無料
関係者のみ入場可

小金井市桜会衆
☎ 042-316-5810

2018年1月10日現在

チケットの先行予約
主催公演のチケットを一般発売に先駆けてご予約いただけます。

チケットの１０％割引販売
1 公演につき、お一人様 2枚まで、10％割引でご購入いただけます。

会員限定イベントへのご参加
会員だけが参加できる、レクチャーコンサートなどの特別企画を年数回開催しています。

チケット送料無料
ショッピングや飲食などの、提携店での各種特典
公演チラシや、出演者インタビューなどを掲載した会報のご郵送

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！！

日曜日の午前中、講師を囲み、「聞いて得する」「ちょっと話したくなる」
うんちく・トリビア・裏話を引き出すミニ講座。飲み物を片手に当館1階
「スペース『Ｎ』」までお気軽にお集まりください。
●各回10：00開場　10：30開講（約1時間）　●定員 先着30名
※友の会会員のみ事前申込可（10席分、会員 1名につき2席まで）
○35 2/15（木）10:00～（初日は電話予約のみ）

※当日受付の際、上島珈琲店（nonowa武蔵小金井 SOUTH2階）の割引クーポンを差し上げます。

〈入場無料・事前申込不要〉

3月11日（日）第●35 回 「音の魔術師･指揮者とは？」 講師：柴田克彦（音楽ライター、音楽評論家）

会員だけが参加できる、レクチャーコンサートなどの特別企画を年数回開催しています。

3 月 イベントCALENDAR ※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…3月 13日（火）・20日（火）

●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 2月15日発行 vol.69　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

※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

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 市内先行申込係へ（1人1通）

■重複応募や記入不備、電話・ＦＡＸでの申込無効
■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、市内先行チケット申込の抽選、
　ならびに、当落結果送付以外の目的では使用いたしません。
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