


曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

2(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］

3(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

4(土) ○小
共催
能楽師 津村禮次郎の
能楽入門講座・特別版
Let's 能 vol.2　　　　　   

14：00～16：00 無料要事前申込

小金井薪能 実行委員会［佐藤］
☎ 090-2141-6994
 koganeitakiginou@
　 gmail.com

5(日) ○Ｇ 献血 10：00～16：00 無料

東京都赤十字血液センター
武蔵野出張所
☎ 0422-32-1100
HP https://www.bs.jrc.
　 or.jp/ktks/tokyo

8(水)～
13(月) ○Ｇ 宮崎光章 小金井薪能写真展

10：00～18：00
初日13:00～
最終日～17:00

無料 ［宮崎］
☎ 090-3248-7962

9(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］

10(金) ○大 東京農工大学吹奏楽団
第6回 サマーコンサート

13：30開場
14：00開演

全席自由
無料

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

11(土) ○小
オペラ集団 I CANTORI 特別公演
アフタヌーンコンサート
～ソプラノとバリトンの
　名曲の数々～　　　　　　  

13：30開場
14：00開演

全席自由
3,500円

2018年 8月 気軽にクラシック
のコンサートを楽しむ会
☎ 080-5271-6196
 studiocantiamo@
　 gmail.com

12(日) ○大 SUMMER CONCERT 2018 時間未定 無料
要事前申込

バレエ教室パリナー
☎ 042-322-6408
 pariner.ballet@gmail.com

12(日) ○小
オペラ集団 I CANTORI 特別公演
モーツァルト作曲
オペラ『魔笛』ハイライト公演
（日本語上演）　　　　　　　   

13：30開場
14：00開演

全席自由
2,800円

「魔笛」ハイライトを上演する会
☎ 080-5271-6196
 studiocantiamo@
　 gmail.com

13(月) ○小 アイネクライネ室内オーケストラ
第1回 演奏会

18：00開場
19：00開演

全席自由
1,500円

アイネクライネ
室内オーケストラ［鈴木］
☎ 090-4886-3108

15(水) ○大 熊本地震復活応援コンサート 
vol.3

18：30開場
19：00開演

全席自由
1,000円

おんがくの共同作業場内
チャリティコンサート for
熊本地震［右近、伊田］
☎ 042-522-3943
 ukondaijiro@gmail.com

HP http://gmaweb.net/npo

17(金) ○大 銀の猫室内合奏団
第1回 定期演奏会

18：00開場
18：30開演

全席自由
無料

銀の猫室内合奏団事務局
 ginnekobrass@gmail.com

18(土) ○大 第N＋2回 定期演奏会 15：30開場
16：30開演

全席自由
無料

N会（にっとかい）
 nittokai.mandolin@
　 gmail.com
HP http://nittokai.web.fc2.com

18(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

18(土)～
20(月) ○Ｇ

島津アトリエ工房 
アトリエカラフル美術教室
夏休み Details vol.4
展覧会の体験

10：00～21：00
最終日～17:00

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

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

19(日) ○大 相京利枝 ソプラノリサイタル
Vol.29

13：30開場
14：00開演

全席自由
4,000円

相京利枝後援会
☎ 042-328-4010

19(日) ○小
むじくるのぜろクラ！
～0歳からクラシック～
ソロ＆リトミックコンサート

10：15 開場
10：30 開演

全席自由
［前売］
0歳～小学生

450円
中学生以上

1,400円
［当日］
0歳～小学生

500円
中学生以上

1,500円

むじくる
☎ 090-8463-2669

19(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

20(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

22(水) ○大
主催
小金井 宮地楽器ホール使いこなし術
スタインウェイ・ピアノ体験会2018

各回55分間 受付終了
小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

22(水) ○小 就職面接会 事前対策セミナー 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

東京しごとセンター多摩
☎ 042-329-4524
HP http://www.
　 tokyoshigoto.jp/tama

23(木) ○小
東京藝術大学卒業したての
若き歌い手達の演奏会
（吉田浩之門下生）
コンチェルト・フィオレンテ・ピッコロ

18：00開場
18：30開演

全席自由
無料

有限会社 フィオレンテ
 fi orente@jcom.home.ne.jp

24(金) ○小
4人の女性演奏家による 
二重唱と連弾のコンサート
『p.s.duo×duo デュオアンサンブル
の楽しみ vol.5』

18：45開場
19：15開演

全席自由
一般 2,000円
学生 1,000円

ナーブル音楽企画
☎ 055-288-9177
 info@naable.com

HP http://www.naable.com

24(金)～
26(日) ○Ｇ 搨淬舎 習作書展 11：00～18：00 無料

搨淬書舎（とうさいしょしゃ）
［横井］
☎ 090-3203-1828

25(土) ○小 Summer Concert 2018 10：10 開場
10：20 開演予定

全席自由
無料

Sorella
 sorellapf@gmail.com

HP http://sorellapf.web.fc2.com

25(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

26(日) ○大 サマー・ジョイント・コンサート
2018

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

ミモザ［山本］
☎ 042-323-0329
プロティア＆メゾフォルテ［柴山］
☎ 042-325-1480

26(日) ○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

29(水) ○小

主催
友の会こがねいメンバーズ
会員限定イベント
知って楽しむ世界の音楽
～魅惑のアルゼンチンタンゴ編～

13：45 開場
14：00 開演

全席自由
こがねい
メンバーズ無料

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
☎ 042-380-8099

31(金) ○小 @jug ジャグリングステージ
①12：30 開場
　13：00 開演
②16：30 開場
　 17：00 開演

全席自由
無料

東京農工大学 
ジャグリングサークル @jug
 atjugatjug@yahoo.co.jp

2018年 6月10日現在

QQ
答えは「イベントなび」来月号、または7/19 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、「小金井の道」でした。
小金井街道、新小金井街道、五日市街道などの
大きな道や、道のない部分に広がる小金井公園、
武蔵野公園、野川公園などは見つけやすいでしょ
うか。そして色は、水と緑豊かな小金井を表す美
しい青緑色となっています。

  7月号クイズの答え

A.

Q.
当館大ホールの緞帳。
これは何の絵柄でしょうか？

Q. 小さなお子さまの発
表会から、世界で活躍

するピアニストのリサイタルまで、
様々な場面で奏でられている、当
館大ホールのスタインウェイ・ピア
ノ。数あるピアノの中から、この
ホールにふさわしい1台を選定し
たピアニストは誰でしょうか？

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！！
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。

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。

※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

施設の取り組みや小金井の街の魅力、文化にま
つわる豆知識などをつぶやいています。
タイムリーで便利な情報や、誰かに教えたくなる
ような楽しい情報が漂う当館のツイッターを、
ぜひポチっと“フォロー”してください。

［公式］小金井 宮地楽器ホール（小金井市民交流センター）

@koganei_civic

ツイッター始めました！！

●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 7月15日発行 vol.74　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…8月14日（火）・21日（火）

イベントCALENDAR8月
August

vol.74

宮崎光章 小金井薪能写真展宮崎光章 小金井薪能写真展

小金井 宮地楽器ホール 地下 1階 市民ギャラリー

2018年8月8日（水）～13日（月）
入場
無料

日 程

会 場

時 間 10：00～18：00（初日13：00～/ 最終日～17：00）

小金井薪能は、今年で40周年を迎えます。
本展は、第1回から第39回までの写真を展示します。
市の文化の発展に貢献した「小金井薪能」の歩みを、ぜひご覧ください。

［主催・問合せ］TEL 090-3248-7962（宮崎）

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。




