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総選挙開催！
「 Mogi's :10 Mozart's」

［第 1 部］モーツァルト・スペシャル

歌劇《 ドン・ジョヴァンニ 》より 序曲、
〈 カタログの歌 〉、
〈 お手をどうぞ〉
歌劇《 皇帝ティートの 慈悲 》より〈 行こう、だが愛しい人よ〉* クラリネット：藤井洋子
〈 恋人よ、
早くここへ 〉、
〈 恋とはどんなものかしら〉、
〈 もう飛 ぶまいぞ 〉
歌 劇《 フィガロの 結婚 》より 序曲、
◆スペシャル企画 / 総選挙で決めるプログラム！（皆さまの投票で第 1 位に選ばれた作品を演奏します）* 詳細は裏面

［第 2 部］カルメン・ハイライト

ビゼー：歌劇《 カルメン》より ハイライト

〜前奏曲、ハバネラ、闘牛士の歌、花の歌、ミカエラのアリア、幕切の二重唱

ほか

15: 00 開演

（14:30 開場）
チケット料⾦ （全席指定・ 税込）

ໜେีʢاըɾࢦ شʣ

͕͜Ͷ͍ΨϥɾΦʔέετϥ
ʢָݭʣ

छ୩యࢠ ʢιϓϥϊʣ

ௗੜ ʢϝκιϓϥϊʣ
٢ాߒ೭ʢςϊʔϧʣ

ࠇా ത ʢόϦτϯʣ

発売⽇

Ұൠ   ԁ 6   ԁ
͕͜Ͷ͍ϝϯόʔζ   ԁ

ʦ͕͜Ͷ͍ϝϯόʔζઌߦʧʢʣʙ

※こがねいメンバーズチケット、⾞椅⼦、介助席は、 チケットデスク、
インターネットチケットサービスのみの取り扱い。
※⾞椅⼦席、介助席は席数に限りがあります。
※U25 席 （公演当⽇ 25 歳以下対象）をご購⼊の⽅は、公演当⽇、 ⾝分証明
証をご提⽰ください。
※未就学のお⼦様の⼊場はご遠慮ください。

ʦࢢઌߦʢԟ෮ϋΨΩʣ
ʧʢਫʣʙ ʢۚʣؒظඞண
ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ ʢ நબɿ ʣ˞ཪ໘ࢀর

ʦҰൠൃചʧʢʣʙ

※こがねいメンバーズ先⾏ ・ ⼀般発売の発売初⽇は、 電話 ・ インターネット
受付のみ。
※公演内容は変更になる場合があります。 あらかじめご了承ください。

チケット取り扱い
খۚҪ ٶָثϗʔϧ νέοτσεΫʢ ࣄ֊  ؗࣨʣ

5&-
ʢʙ  ୈ ɾ Ր༵ؗٳʣ

[ プレイガイド ]
■チケットぴあTEL0570 - 02-9999

[P コード 219-601]

⼩⾦井宮地楽器ホール インターネットチケットサービス
http://koganei-civic-center.jp

■ イープラス

https://t.pia.jp

https://eplus.jp

＊感染予防および感染拡⼤防⽌のため、 マスクの着⽤や⼿指消毒などにご協⼒をお願いします。

主催：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

デザイン協力：加藤淳事務所、タカザワ風旗、東京工学院専門学校デザイン科 柿沼真奈

։ؗॳʹ݁͞Εͨɺ
খۚҪΏ͔ΓͷԻָՈ͕ͨͪू͏
ʮ͕͜Ͷ͍ΨϥŋΦʔέετϥʯ
ɺ

͍·খۚҪٶָثϗʔϧͷ
ʮإʯ
Ͱ͋Γɺ
ຖ߃ྫͷίϯαʔτখۚҪͷळͷ෩ࢻͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ

पΛܴ͑ͨࠓɺ
ຊΛද͢Δ໊ͷ໊ՎखՃΘͬͯɺ
ΦϖϥŋΞϦΞ͔Βָݭͷ໊Ͱ·ۂɺ
चۄͷ࡞Λ͓ಧ͚͠·͢ɻ
ͦͯ͠ࠓճɺ
օ͞·͔ΒͷϦΫΤετථʹΑΔۂʂࢢຽͷօ͞·ͱͱʹॕ͏ɺ
पͳΒͰͷεϖγϟϧίϯαʔτͰ͢ɻ

ࠃཱԻָେֶͰΦʔϘΤΛࢁؙࡾࢯʹࢣࣄɻࢁԼ༸ีτϦ
ΦʹিܸΛड͚ͭͭ  Ͱϛϡϯϔϯͷిܸཹֶ
͕͜Ͷ͍ΨϥɾΦʔέετϥ
͕ܾఆɻ( ύογϯڭतʹࢣࣄɻಠޙɺόϯϕϧΫͲͳڹ
Ͱट੮ΦʔϘΤऀʹଟ٬ԋͭͭ͠  ͔ΒγϡτΡο
খۚҪΏ͔Γͷ໊खͱͦͷ͕ؒͨͪɺ
τΨϧτɾϑΟϧͷୈ  ΦʔϘΤऀɺ  /), ަஂָڹ
ट੮ऀɻ ͔Βࢦ׆شಈ։࢝ɻ
ʮͷͩΊԻָձʯΛ
 ΦʔϓχϯάγϦʔζ
اըɺશࠃల։ɻࢦشΛؠނ೭ɺ֎ࢁ༤ࡾɺ্३Ұͷ
ʮ͕͜Ͷ͍Ψϥɾίϯαʔτʯ
֤ࢯʹࢣࣄɻઋϑΟϧɺ౦ϑΟϧɺ1"$ɺͲͳڹશࠃଟ
Λ͖͔͚ͬʹ݁ͨ͠
ͷஂମΛࢦ͍ͯ͠شΔɻ౦ژԻେେֶӃࢦشՊଔɻ 
εϖγϟϧɾΦʔέετϥɻ
/ ڹΛୀ৬ͯ͠ࡏݱઐऀشࢦۀʴ౦ژԻେࢦشՊॿڭɻࣥච
։ؗॳʹ݁͞Εͨɺ
খۚҪΏ͔ΓͷԻָՈ͕ͨͪू͏
ʮ͕͜Ͷ͍ΨϥŋΦʔέετϥʯ
ɺ
ͰΒΕɺ࠷৽ץʮަڹɾ̣Ͱڹग़ձ໊ͬͨࢦͪͨऀشʯ
2021 公演ステージより
Իָ೭༑ࣾ ɻ
͍·খۚҪٶָثϗʔϧͷ
ʮإʯ
Ͱ͋Γɺຖ߃ྫͷίϯαʔτখۚҪͷळͷ෩ࢻͱ
ͳ͍ͬͯ·͢ɻ

ໜେีʢاըɾࢦشʣ

पΛܴ͑ͨࠓɺ
ຊΛද͢Δ໊ͷ໊ՎखՃΘͬͯɺ
ΦϖϥŋΞϦΞ͔Βָݭͷ໊Ͱ·ۂɺ
चۄͷ࡞Λ͓ಧ͚͠·͢ɻ

Yoshinobu Fukaya

Yoshinobu Fukaya

छ୩యࢠ

ιϓϥϊ

ϝκιϓϥϊ
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ௗੜ

˗ίϯαʔτϚελʔ
ࠃཱԻָେֶଔ ۀԬड
ɺಉେֶӃमྃ
ָઐ߈
ͦͯ͠ࠓճɺ
օ͞·͔ΒͷϦΫΤετථʹΑ
Δۂ
ʂࢢຽͷօ͞·ͱͱʹॕ͏ɺ
पͳΒͰͷεϖγϟϧίϯαʔτͰ͢ɻ
࠷༏लड ɻ৽ࠃཱܶΦϖϥݚमॴमྃɻจԽி৽ਐ
ాதխࢠ  ౦ஂָڹަژ
ࠃཱԻָେֶͰΦʔϘΤΛࢁؙࡾࢯʹࢣࣄɻࢁԼ༸ีτϦ
ܳ ज़Ու֎ݚम੍ݚमһͱͯ͠ɺϛϥϊɾϧΨʔϊʹͯ
ΦʹিܸΛड͚ͭͭ  Ͱϛϡϯϔϯͷిܸཹֶ
͕͜Ͷ͍ΨϥɾΦʔέετϥ
ݚᮎΛੵΉɻ ٶຊဌԋग़ʰຐథʱύύήʔφͰೋ
͕ܾఆɻ( ύογϯڭतʹࢣࣄɻಠޙɺόϯϕϧΫͲͳڹ
˗ίϯτϥόε
˗ϰΝΠΦϦϯ
Ͱट੮ΦʔϘΤऀʹଟ٬ԋͭͭ͠  ͔ΒγϡτΡο
ظձσϏϡʔɻଓ͘    ݄ʹಉ͘͡ٶຊဌԋग़ೋظ
খۚҪΏ͔Γͷ໊खͱͦͷ͕ؒͨͪɺ
τΨϧτɾϑΟϧͷୈ  ΦʔϘΤऀɺ  /), ަஂָڹ
˕ᖒ࣏ ݩಡചຊަஂָڹ
˕കᖒඒอࢠ ʢݩ/),ަஂָڹʣ
ट੮ऀɻ ͔Βࢦ׆شಈ։࢝ɻʮͷͩΊԻָձʯΛ
 ΦʔϓχϯάγϦʔζ
ձʰϑΟΨϩͷ݁ࠗʱʹͯνϟʔϛϯάͰ࠽ؾᷓΕΔεβ
اըɺશࠃల։ɻࢦشΛؠނ೭ɺ֎ࢁ༤ࡾɺ্३Ұͷ
ʮ͕͜Ͷ͍Ψϥɾίϯαʔτʯ
Ṥޱ ʢಡചຊަஂָڹʣ
ϯφΛԋ͡ɺࡃ׃ΛཋͼͨɻίϯαʔτͰ৽ຊϑΟϧɺ
֤ࢯʹࢣࣄɻઋϑΟϧɺ౦ϑΟϧɺ1"$ɺͲͳڹશࠃଟ
Ҫཨཧ
Λ͖͔͚ͬʹ݁ͨ͠
ͷஂମΛࢦ͍ͯ͠شΔɻ౦ژԻେେֶӃࢦشՊଔɻ 
౦ژϑΟϧͱڞԋ͠ɺιϦετͱͯ͠ߴ͍ධՁΛಘΔ
εϖγϟϧɾΦʔέετϥɻ
ɹ
দҪཧ࢙ ʢϩΠϠϧνΣϯόʔΦʔέετϥʣ
/ ڹΛୀ৬ͯ͠ࡏݱઐऀشࢦۀʴ౦ژԻେࢦشՊॿڭɻࣥච
ࠓҪ߳ಸ
ͰΒΕɺ࠷৽ץʮަڹɾ̣Ͱڹग़ձ໊ͬͨࢦͪͨऀشʯ
ͳͲɺ࣍ੈΛ୲͏ιϓϥϊͱͯ͠େ͖ͳظ͕ͤدΒΕ
2021 公演ステージより
Իָ೭༑ࣾ ɻ
খ༗ࢠل
˗ϑϧʔτ
͍ͯΔɻୈ  ճϦοΧϧυɾβϯυφΠࠃࡍίϯΫʔϧʹ
ໜେีʢاըɾࢦشʣ
ɹ
ʢઋϑΟϧϋʔϞχʔஂָݭ
ࠃཱԻָେֶଔۀ
Ԭड ɺಉେֶӃमྃ ָઐ߈ ˗ίϯαʔτϚελʔ
ͯ౦ژϝτϩϙϦλϯΦϖϥࡒஂɺୈ

ճ౦ژԻָίϯ
˕খྛඒ߳ ɹ΄͔
ୈϰΝΠΦϦ
ϯ෭ट੮ऀʣ
࠷༏लड ɻ৽ࠃཱܶΦϖϥݚमॴमྃɻจԽி৽ਐ
ాதխࢠ
 ౦ஂָڹަژ
Ϋʔϧָ෦ୈ Ґೖଟडɻೋظձձһ
ܳ ज़Ու֎ݚम੍ݚमһͱͯ͠ɺϛϥϊɾϧΨʔϊʹͯ
ԞଜѪ˗ϰΝΠΦϦϯ
ݚᮎΛੵΉɻ ٶຊဌԋग़ʰຐథʱύύήʔφͰೋ
˗ΦʔϘΤ
˗ίϯτϥόε
ظձσϏϡʔɻଓ͘    ݄ʹಉ͘͡ٶຊဌԋग़ೋظ
˕ᖒ࣏ ݩಡചຊަஂָڹ
ձʰϑΟΨϩͷ݁ࠗʱʹͯνϟʔϛϯάͰ࠽ؾᷓΕΔεβ
খྛক ˕കᖒඒอࢠʢݩ/),ަஂָڹʣ
˕ਿຊਅ ʢ౦ژϑΟϧϋʔϞχʔަஂָڹʣ
& ΦϒϥεπΥϫʹݟग़͞Ε౦ԤͰ׆ಈ։࢝ɻΦϖϥσ
Ṥޱ ʢಡചຊަஂָڹʣ
ϯφΛԋ͡ɺࡃ׃ΛཋͼͨɻίϯαʔτͰ৽ຊϑΟϧɺ
Ҫཨཧ
౦ژϑΟϧͱڞԋ͠ɺιϦετͱͯ͠ߴ͍ධՁΛಘΔ
ࡔޱਖ਼໌ࠓҪ߳ಸ
౦ژϑΟϧϋʔϞχʔަ ஂָڹɹদҪཧ࢙ʢϩΠϠϧνΣϯόʔΦʔέετϥʣ
ϏϡʔϑΟϨϯπΣࢢཱՎܶʬδϟϯχ
ɾ
εΩοΩʭ
ɻ
ʬ
δϟ
ͳͲɺ࣍ੈΛ୲͏ιϓϥϊͱͯ͠େ͖ͳظ͕ͤدΒΕ
ϥϦωοτ
খ༗ࢠل
˗ϑϧʔτ ˗Ϋ
͍ͯΔɻୈ  ճϦοΧϧυɾβϯυφΠࠃࡍίϯΫʔϧʹ
ߴࡊ݄
ϛϨʭ
ɺ
ʬʑਓʭͰϤʔϩού֤Ͱ׆༂ɻࠃͰ౦
ɹ
ʢઋϑΟϧϋʔϞχʔஂָݭ
ͯ౦ژϝτϩϙϦλϯΦϖϥࡒஂɺୈ  ճ౦ژԻָίϯ
˕খྛඒ߳ ɹ΄͔
ୈϰΝΠΦϦϯ෭ट੮ऀʣ
˕౻Ҫ༸ࢠʢݩಡചຊަஂָڹट੮ऀʣ
ܳژज़ܶɺ৽ࠃཱܶͳͲʹओཁͳͰग़ԋɻ
ʬΧϧϝϯʭ
Ϋʔϧָ෦ୈ Ґೖଟडɻೋظձձһ
ୌઍय़ ԞଜѪ
˗ΦʔϘΤ
छ୩యࢠ
ιϓϥϊ
Φϖϥͷଞɺ
ʮୈʯ
ʮϨΫΠΤϜʯͷιϦετͱͯ͠
٠ल
ΟϧϋʔϞχʔަஂָڹʣ
ాฏ७ࢠখྛক
ʢγΞλʔΦʔέετϥτʔΩϣʔʣ˕ਿຊਅʢ౦ژϑ
& ΦϒϥεπΥϫʹݟग़͞Ε౦ԤͰ׆ಈ։࢝ɻΦϖϥσ
ଟ͘ͷஶ໊ͳࢦऀشɺΦʔέετϥͱڞԋɻ
શࠃڞಉ
ࡔޱਖ਼໌ ౦ژϑΟϧϋʔϞχʔަஂָڹ
ϏϡʔϑΟϨϯπΣࢢཱՎܶ
ʬδϟϯχɾεΩοΩʭ
ɻ
ʬδϟ
˗
˗ΫϥϦωο
τ
ϑ
Νΰοτ
தଜઍ
ߴࡊ݄
ϛϨʭ
ɺ
ʬʑਓʭͰϤʔϩού֤Ͱ׆༂ɻࠃͰ౦
੍࡞Φϖϥʬʑਓʭ
ʢ伧ాϤγԋग़ʣ
ɺ
 ৽ࠃཱܶʬϑΝ
˕౻Ҫ༸ࢠʢݩಡചຊަஂָڹट੮ऀʣ
ܳژज़ܶɺ৽ࠃཱܶͳͲʹओཁͳͰग़ԋɻ
ʬΧϧϝϯʭ
ୌઍय़
Ṥޱ༝ࢠر
ϧελοϑʭ
ɺ ʬΤήχɾΦωʔΪϯʭ
ɺ౦ܳژज़ܶ
Φϖϥͷଞɺ
ʮୈʯ
ʮϨΫΠΤϜʯͷιϦετͱͯ͠
٠ल ˕Տଜࢠװ
ాฏ७ࢠ ʢγΞλʔΦʔέετϥτʔΩϣʔʣ
ଟ͘ͷஶ໊ͳࢦऀشɺΦʔέετϥͱڞԋɻ શࠃڞಉ
ίϯαʔτΦϖϥՎܶʬδϟϛϨʭग़ԋɻ
ʹ
0QFSBɺ ৽ࠃཱܶ
˗ϑΝΰο
ʢ৽ຊϑΟϧϋʔϞχʔަஂָڹट੮ऀʣ΄͔
τ
தଜઍ
લѥࢠ
੍࡞Φϖϥʬʑਓʭ
ʢ伧ాϤγԋग़ʣ
ʬϑΝ
˕Տଜࢠװ
Ṥޱ༝ࢠر
ϧελοϑʭ
ɺ ʬΤήχɾΦωʔΪϯʭ
ɺ౦ܳژज़ܶ
)POH,POH ʹট͔Εʬʑਓʭʹग़ԋ͠ߴ͍ධՁΛड͚
ίϯαʔτΦϖϥՎܶʬδϟϛϨʭग़ԋɻ ʹ 0QFSB
ʢ৽ຊϑΟ˗
ϧϋʔϞχʔަஂָڹट੮ऀʣ
τ
ϥϯϖοτ ΄͔
લѥࢠ
ΔɻՎএදݱɺ
ԋٕʹलͰͨଘࡏײͷ͋Δϝκιϓϥϊͱͯ͠ɺ
)POH,POH ʹট͔Εʬʑਓʭʹग़ԋ͠ߴ͍ධՁΛड͚
˗τϥϯϖο
τ
˗ϰΟΦϥ
ΔɻՎএදݱɺ
ԋٕʹलͰͨଘࡏײͷ͋Δϝκιϓϥϊͱͯ͠ɺ
˕Ҫ໌ʢஂָڹަ̠̝̣ݩट੮ऀʣ
·ͨʮϝκιϓϥϊҐ্ҕһձʯ
ʮήΩδϣγϚΠʯͳ
˗ϰΟΦϥ
˕Ҫ໌
ʢஂָڹަ̠̝̣ݩट੮ऀʣ
·ͨʮϝκιϓϥϊҐ্ҕһձʯ
ʮήΩδϣγϚΠʯͳ
˕খ૱ʢ/),ަஂָڹʣ
˕খ૱ʢ/),ަஂָڹʣ

ͲϢχʔΫͳ׆ಈͰ͞ΕΔɻચԻָେֶߨࢣɻ
ௗੜ ϝκιϓϥϊ ͲϢχʔΫͳ׆ಈͰ͞ΕΔɻચԻָେֶߨࢣɻ
ྛઍࣿ ɹ΄͔ྛઍࣿ ɹ΄͔
ੈ͢ΈΕ
˗τϩϯϘʔϯ
ࠃཱԻָେֶଔۀɻ౦ܳژज़େֶେֶӃΦϖϥՊमྃɻ
ੈ͢ΈΕ
ࢁాಹԝɹ΄͔
˗τϩϯϘʔϯ

খଜจ೫
 ϞʔπΝϧτ  ޙه೦ࠃࡍϞʔπΝϧτ
ࠃཱԻָେֶଔۀɻ౦ܳژज़େֶେֶӃΦϖϥՊमྃɻ
ָίϯίϧιຊબೖɻཌจԽிܳݣज़Ոࡏ֎ݚ
౻ాีܙ
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み
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ेೋ ԋग़ʹΑΔʰढ़ʱ΄͔ʰࠇધʱ
ʰࣛ໐ؗʱ
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ཱܳࢢژज़େֶଔۀɻ౦ژज़େֶେֶӃमྃޙɺ
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ҏɻ৽ࠃཱܶɺੜܶɺͼΘބϗʔϧɺ
ೋظձͰ
◆小金井市内先行受付
応募方法
ϞʔπΝϧτ  େΦϖϥͷଞɺ
ϫʔάφʔ
ʰλϯϗΠβʔʱ
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ʰύϧδϑΝϧʱ
ɺ
ϰΣϧσΟ
ʰ௴ඣʱ
ʰΞΠʔμʱ
ʰΦςϩʱ
ɺ
応募資格 ： 市内在住、在勤、
在学の方
ϓονʔχʰϥŋϘΤʔϜʱ
ʰʑਓʱ
ʰτεΧʱͳͲ༷ʑ
応募期間 ： 6/15
（水）
〜24
（金）期間内必着 [ 抽選日：6/27
（月）
]
ͳΦϖϥʹग़ԋɻ৽ࠃཱܶͰ
ʰϥΠϯͷԫۚʱ
ʰϑΟ
応募方法 ： 往復ハガキ
（1人1通）
σϦΦʱͳͲͷଞɺਓ࡞ʹଟग़ԋ͠ɺࢢᅶे
<往信> 宛名面 〒184-0004 小金井市本町6-14-45
ेೋ ԋग़ʹΑΔʰढ़ʱ΄͔ʰࠇધʱ
ʰࣛ໐ؗʱ
小金井 宮地楽器ホール 市内先行チケット係
ʹओԋɻత֬ͳԻָ࡞Γͱߴ͍ԋٕྗͰӽͨ͠ଘࡏ
裏面 ①公演名・開催日 ②希望席種・希望枚数（2枚まで）
ײΛ͍ࣔͯ͠Δɻ·ͨɺ/),ʮϓϨϛΞϜγΞλʔʯ
③氏名（ふりがな）④住所 ⑤電話番号
※市外在住で市内在勤
勤務先・学校名も明記
Ͱʪ͝ҊʫΛΊ͍ͯΔɻฏ
・在学の方は、
ژจ
Խޭ࿑डɻࠃཱԻָେֶڭतɻೋظձձһ
<返信> 宛名面 ①（お客様の）住所 ②（お客様の）氏名

◆小金井市内先行受付

応募方法

応募資格 ： 市内在住、
在勤、
在学の方

応募期間 ： 6/15
（水）
〜24
（金）
期間内必着
応募方法 ： 往復ハガキ
（1人1通）

「こがねいガラ・オーケストラ」
インターン生募集！
ࢦऀشɾໜେี͕͓קΊ͢ΔϞʔπΝϧτͷ
 ͷָষ͔Βɺ
音楽家を目指す中学生〜 25 歳くらいの方を対象に、今年も
インターンシップを開催！オーディションを経てプロの指導を受けた
ԋ͢Δ࡞Λօ͞·ͷථͰܾఆʂ
インターン生は、オーケストラの一員として本公演に出演します。
ۂϦετͷதΑΓɺ͓͖ͳۂɺࢥ͍ग़ͷۂΛɺ
プロのオーケストラで学べる貴重な機会、奮ってご応募ください。
【お問合せ】小金井 宮地楽器ホール チケットデスク
͕͜Ͷ͍ΨϥɾΦʔέετϥͷԻ৭ͰתͰ͖Δεϖγϟϧاըʂ
042-380-8099（10:00 〜 19:00 ／第 2･3 火曜日休館）
ͥͻ͝Ԡื͍ͩ͘͞ɻ
ۂϦετɺؗઃஔͷ΄͔ɺϗʔϜϖʔδ͔ΒμϯϩʔυՄɻ
8FC ͔ΒථͰ͖·͢ɻ
˟౦ژখۚҪࢢຊொ5&-
ʢड࣌ؒʙʣ
◆

・申込可能枚数：おひとりさま2枚まで
・限定30席（応募者多数の場合抽選）
・重複応募や記入不備、
電話・FAXでの申し込みは無効。
・配席はお任せいただきます。
・車椅子席、
介助席は席数に限りがあります。
ご希望の場合は、
その旨をご記入ください。
※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。
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[ 抽選日：6/27
（月）
]

<往信> 宛名面 〒184-0004 小金井市本町6-14-45

小金井 宮地楽器ホール 市内先行チケット係

裏面 ①公演名・開催日 ②希望席種・希望枚数（2枚まで）

「Mog i's :10 Moz art's 」総 選挙開催
で決める
！
みんな
͕͜Ͷ͍ΨϥɾΦʔέετϥͷԻ৭ͰתͰ͖Δεϖγϟϧاըʂ
ͥͻ͝Ԡื͍ͩ͘͞ɻ
ۂϦετɺؗઃஔͷ΄͔ɺϗʔϜϖʔδ͔ΒμϯϩʔυՄɻ
8FC ͔ΒථͰ͖·͢ɻ
◆

<ؗٳ>ୈŋՐ༵
ʢॕͷ߹ͦͷޙͷฏʣ
ɺ
อकݕ
ɹɾిं+3தԝઢʮଂখۚҪӺʯೆޱӺલ

ɹ
ɾόεখాٸόεɺؔ౦όεɺόεɺژԦόε
ʮଂখۚҪӺʯԼंెา

◆
「こがねいガラ・オーケストラ」
インターン生募集！◆
施設の取組みや、
小金井の魅力、文化にまつわる

豆知識などをつぶやいています。ぜひ"フォロー"してください！
！
音楽家を目指す中学生〜
25 歳くらいの方を対象に、今年も
@koganei̲civic
インターンシップを開催！オーディションを経てプロの指導を受けた
インターン生は、オーケストラの一員として本公演に出演します。
プロのオーケストラで学べる貴重な機会、奮ってご応募ください。

【お問合せ】小金井 宮地楽器ホール チケットデスク
042-380-8099（10:00 〜 19:00 ／第 2･3 火曜日休館）

③氏名
（ふりがな）④住所 ⑤電話番号

※市外在住で市内在勤・在学の方は、
勤務先・学校名も明記

<返信> 宛名面 ①
（お客様の）住所 ②（お客様の）氏名
・申込可能枚数：おひとりさま2枚まで
・限定30席（応募者多数の場合抽選）
・重複応募や記入不備、電話・FAXでの申し込みは無効。
・配席はお任せいただきます。
・車椅子席、介助席は席数に限りがあります。
ご希望の場合は、
その旨をご記入ください。
※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。

˟౦ژখۚҪࢢຊொ5&-ʢड࣌ؒʙʣ
<ؗٳ>ୈŋՐ༵
ʢॕͷ߹ͦͷޙͷฏʣɺอकݕ
ɹɾిं+3தԝઢʮଂখۚҪӺʯೆޱӺલ

ɹ
ɾόεখాٸόεɺؔ౦όεɺόεɺژԦόε
ʮଂখۚҪӺʯԼंెา
施設の取組みや、小金井の魅力、文化にまつわる
豆知識などをつぶやいています。ぜひ"フォロー"してください！
！
@koganei̲civic

