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JR中央線「武蔵小金井」南口駅前
小金井の文化と交流と憩いの広場

2019
@koganei_civic

ツイッター
投稿中！

■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

S席4,500円　A席3,600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

全席指定

都内では小金井のみ! 壮大な響きと繊細な表現が心地よい、
気高き英国金管騎士。ヨーロッパを中心に多くのブラスファンを
唸らせている注目のブラス･セプテット（七重奏）がいよいよ日本に初上陸！！

19:00
大ホール 146 （金） 好評販売中！

松居直美（オルガン）

小さいころ誰もがもっていた無限の想像力。
成長するにつれ色あせてしまった「大切な心」にふれることができる物語です。
子どもは楽しく、大人はちょっぴりノスタルジーを感じる、そんな温かい作品です。

13:00
大ホール149 （土）

今年も、練りに練った2本を
お得に楽しめるセット券をご用意！

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

全席指定 こがねいメンバーズ一般3,500円　U-25席2,000円 一般3,200円

立川志らく
全席指定 こがねいメンバーズ一般3,500円　U-25席2,000円 一般3,200円

柳家さん喬 桂 米團治 古今亭菊之丞 玉川奈々福（浪曲）三遊亭遊雀 三遊亭兼好三遊亭白鳥
©小川峻毅 ©御堂義乘

ワクワク、ドキドキがとまらない! 
第一線で活躍するジャズミュージシャンの演奏で、
子どもも大人も大興奮! 0歳からの参加型ファミリーコンサート! 

あそぶ･まなぶ･つくる･みる･たべる 
ご家族そろって遊びに来てください。

セプトゥーラ ブラス･コンサート

14:00
大ホール 156 （土） 好評販売中！

入場無料！ 156 （土）  16（日）

♪エルガー ：セレナーデ
ショスタコーヴィチ：弦楽四重奏曲第8番
ガーシュウィン ：パリのアメリカ人　ほか

トランペット ：ヒュー･モーガン（バーゼル響） 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

一般2,000円こがねい
メンバーズ

一般3,000円
U-25席2,000円

全席指定

当館の大ホールならではの美しい響きを楽しんでいただく
新企画《ホールの響きシリーズ》。
第1回は、ポジティフ･オルガンとソプラノ、ヴィオラ･ダ･ガンバが織り成す、
バロック音楽の響きを存分にお楽しみください。

14:00
大ホール 77 （日） 好評販売中！

鈴木美紀子（ソプラノ） 福沢 宏（ヴィオラ･ダ･ガンバ）

♪ J.S.バッハ：「狩りのカンタータ」より“羊は安らかに草を食み”
 ヴィオラ･ダ･ガンバとチェンバロのためのソナタ ト長調
 主よ、人の望みの喜びよ　ほか

♪
ドレミの歌、小さな世界、さんぽ、聖者の行進　ほか

ホールの響きシリーズ

©studio-mickey.com

落語２公演セット券
※限定150席

2020 13:00
大ホール251 （土）

一般　単体券合計 6,500円
6,000円

料 金

一般 4月27日（土）～5月6日（月･祝）
こがねいメンバーズ 4月14日（日）～5月6日（月･祝）

販売期間

7,000円

こがねいメンバーズ
 単体券合計 6,400円

セット券
価　格

まもなく発売！

色濃い個性が高座の上で躍動する会 楽しく美しい話芸の真髄を満喫する会

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

２枚以上お求めの方は、
友の会入会がオススメ！

（年会費2,000円で特典多数）

友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント
“知的好奇心が満たされて世界が広がる！”と大好評の、会員限定の特別イベント。
いよいよ今年度1回目の受付開始です。この機会にぜひご入会ください。
（その他の会員特典や入会方法は裏面をご覧ください。）

［共通］
（会員本人のみ入場可）

小ホール／全席自由
こがねいメンバーズ無料

オーストリアで愛された、10本以上の弦を持つ
チェロのような古楽器「バリトン」。
日本オーストリア友好150周年の今年、
その奏法の難しさ、楽器の繊細さから幻ともいわれる
この楽器のレクチャーと、ハイドンの知られざる楽曲
「バリトン三重奏曲」の演奏をお届けします。

46 （火） 知って楽しむ世界の音楽  幻の古楽器「バリトン」15:00

オペラの制作には欠かせないピアニスト“コレペティトール”の
プロフェッショナルな仕事とは！？ （ミニコンサート付き）

29 （月） オペラを支える仕事人 ～コレペティトール編～14:00

●出　 演：エステルハージー･アンサンブル
［ 定  員 ］120名（先着順受付）

●出　 演：古瀬安子（お話とピアノ）
飯田有抄（ナビゲート）
宇野徹哉（バスバリトン）

［ 受付開始］7/13（土）10:00～

小金井に拠点を持つ「結城座」が、江戸糸あやつり人形の歴史や魅力を、
実演を交えてお伝えします。

81 （水） 江戸糸あやつり人形に迫る！「人形と遣い手が織り成す 不思議な魅力」
2020

●出　 演：江戸糸あやつり人形 結城座
［ 受付開始］11/17（日）10:00～

※3歳未満膝上鑑賞無料

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

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）

大人2,500円　子ども（3歳～中学生）1,500円
大人2,200円　子ども1,300円こがねいメンバーズ

全席指定

・

出展団体：小金井市内の子育て･子育ち支援団体等
主　　催：キッズ･カーニバルKOGANEI実行委員会／

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

《共同主催》 

『めにみえない みみにしたい』

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

11:30／15:00 小ホール（火）
まもなく発売！278

4
27（土）14（日）

4 期
間
内
必
着15（月）～19（金）

4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2,000円　子ども（4歳～中学生）1,000円
大人1,800円　子ども900円こがねいメンバーズ

全席自由めにみえない生き物を探しに、
おんなのこは森の中へーー

©宮川舞子

14:00

年会費2,000円。
お得で楽しい特典多数！
詳細は裏面をご覧ください。

こがねいメンバーズ友の会
会員募集中！！

K O G A N E I  M E M B E R S

4/14（日）10:00～　
（初日はインターネット、電話受け付けのみ）

受付開始！



友の会「こがねいメンバーズ」会員募集中！
年会費 2,000 円でこんなに楽しい！こんなにお得！

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

1(水・祝)〜
6(月・祝) ○Ｇ 佐藤公昭 日本画展 11：00～18：00

初日 13：00～ 無料 ［佐藤］
☎ 042-301-6448

2(木・祝) ○大 東京五美術大学管弦楽団
創立 40 周年記念演奏会　　　

16：00 開場
17：00 開演

全席自由
一般1,000 円
学生   500 円
未就学児無料

東京五美術大学管弦楽団
創立 40 周年記念演奏会事務局

 faobg40th@gmail.com

3(金・祝) ○小
ダイナミック・カラリパヤットゥ
〜南インドの武術

「カラリパヤットゥ」〜
パワフルな蹴り、多彩な武器、
ユニークなポーズ

18：40 開場
19：00 開演

全席自由
2,000 円

カラリ･スタジオ･ジャパン
［カリンビル］

 kalariyoga2006@
　 yahoo.co.jp
HP http://www.kalari.jp

4(土・祝) ○大
東京女子体育大学･
東京女子体育短期大学
第 55 回 ダンス研究発表会

17：30 開場
18：00 開演

一部指定
前売（高校団体）
　　　 500円
前売   900 円
当日 1,000円

東京女子体育大学 ･
東京女子体育短期大学 
ダンス研究室
☎ 042-572-4131
　 （内線 394/562)

4(土・祝) ○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

5(日・祝) ○大 荒木千香子クラス
ヴァイオリン発表会 13：00 開演 全席自由

無料
［荒木］

 https://www.facebook.
　 com/chikakoclass/

6(月・祝) ○小
日本アマチュア演奏家協会（APA）
中央線例会 主催
室内楽コンサート

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

エイパ中央線例会［吉田］
☎ 080-4123-4464

 apa.chuosen@gmail.com

8(水)〜
12(日) ○Ｇ 第 8 回 JUKU いまさら写真展 10：00～17：00

最終日～16：00 無料
いまさら塾［伊丹］
☎ 042-381-6084
☎ 090-4456-9565

9(木) ○大 第 7 回 「はけの森」
チャリティーコンサート　　　　

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,000 円

はけの自然を大切にする会 
事務局［城戸］
☎ 042-385-6907

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) ○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］
☎ 090-1852-7879

10(金) ○小 社交ダンスパーティー 13：15 開場
13：20 開演 700 円 シャインダンス［吉原］

☎ 090-2940-2430

11(土) ○小 田中園子＆大須賀かおり
春のミニコンサート

10：30 開場
11：00 開演

全席自由
無料

［大須賀］
☎ 090-8012-5723

11(土) ○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

11(土) ○小
オペラ集団 I CANTORI 
サロンシリーズ vol.24
ヴェルディ作曲 オペラ「椿姫」
ハイライト（日本語字幕付）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

12(日) ○大 アンサンブル横河
第 21 回 演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料
要事前申込

アンサンブル横河［納見］
☎ 070-4251-5237

 en-yoko@
　 ml.jp.yokogawa.com

12(日) ○小 むじくるのぜろクラ！
〜 0 歳からクラシック〜

10：15 開場
10：30 開演

全席自由
大人前売

1,400 円
大人当日 

1,500 円
子ども前売

 450 円
子ども当日 

500 円

むじくる
☎ 070-1737-2084

 t.ongakukikaku@
　 gmail.com
前売はyahoo!パスマーケットにて

12(日) ○小 第 35 回 春のコンサート 14：45 開場
15：00 開演

全席自由
無料

Musica Felice 
ムジカフェリーチェ
☎ 042-384-0687

13(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

15(水)〜
20(月) ○Ｇ 第 12 回 マロン水彩会 絵画展

10：00～18：00
初　日14：00～
最終日 ～16：00

無料 マロン水彩会
☎ 042-388-1602

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

16(木) ○大
山内三代子 ピアノリサイタル
珠玉のモーツァルトとシューベルトの
最後のソナタ［お話付き］　　　

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
一般2,500円
学生1,500 円

［山内］
 miyo_yama0318@

　 yahoo.co.jp

16(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］

16(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

17(金) ○小 武蔵小金井青春ポップス合唱団  9：45 開場
10：00 開演

無料
要事前申込
関係者のみ入場可

合唱団支援事務局
☎ 03-6304-0161

18(土) ○大 ICU OGC 合唱団
第 22 回 定期演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,000 円

ICU OGC 合唱団
HP http://www.icuogc.jp

18(土) ○小
11 人の音楽家による

「スプリングコンサート」
今、心癒される美しいメロディを… 

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［市村］
☎ 042-325-4796

 springconcert.info@
　 gmail.com

19(日) ○大 筝・三絃・尺八 演奏会 11：00 開場
11：30 開演 無料

［北畠］
☎ 042-383-3811

 takesyou@arion.ocn.ne.jp

19(日) ○小 あんさんぶるラ･ヴィ
メイコンサート

13：30 開場
14：00 開演

無料
関係者のみ入場可

あんさんぶるラ･ヴィ［古市］
☎ 090-6024-4826

19(日) ○小 サルサグランデ イン 武蔵小金井 レッスン 18：00～
パーティー19：00 ～

1,000 円
（レッスンは別途
1,000 円）
当日受付にて
支払い

ラティーノチャンネル
実行委員会［金子］
☎ 090-5435-1200

 latinochanell@gmail.com

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 島本弘子 シャンソンリサイタル 
'19 春

17：30 開場
18：00 開演

全席指定
6,480 円

島本弘子事務所
☎ 03-3929-8526

24(金) ○大 新舞踊大会 10：00 開場
11：00 開演

全席自由
無料

小金井新舞踊連盟 会長［磯野］
☎ 090-5395-6968

25(土) ○大
第 7 回 小金井市民文化祭

「芸術文化フェスティバル 2019」
第 1 部 フラダンス
第 2 部 キッズダンス

① 11：30 開場
　 12：00 開演
② 15：30 開場
　 16：00 開演

全席自由
無料

NPO法人 小金井市文化協会
［福田］

☎ 042-381-5708

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
第 7 回 小金井市民文化祭

「芸術文化フェスティバル 2019」
第 42 回 小金井コーラスのつどい

11：30 開場
12：00 開演

全席自由
無料

小金井市合唱連盟［滝］
☎ 090-8462-9414

25(土)
26(日) ○Ｇ いけばな展（御寺泉涌寺）

華道 月輪未生流 東京支部
10：00～18：00
最終日～17：00 無料 華道 月輪未生流 東京支部

☎ 042-316-1615

28(火)〜
6/2(日)

○小
○Ｇ

第 7 回 小金井市民文化祭
「芸術文化フェスティバル 2019」
美術工芸展

10：00～17：00
最終日～16：00 無料

NPO法人 小金井市文化協会
［福田］

☎ 042-381-5708
2019 年 3 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。

チケットの先行予約 
主催公演や講座のチケットを、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 
主催公演のチケットを 1 公演につき、お一人様 2 枚まで、会員価格でご購入いただけます。

会員限定イベントへの無料参加（詳細はおもて面参照）

チケット送料無料、コンビニ引取手数料無料
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
ドリンク割引券プレゼント 
大ホールでの主催公演時に使用できるドリンク券を年 1 回（4 月）ご郵送。

小金井市立「はけの森美術館」の入館無料
①所蔵作品展の招待券 2 枚を年 1 回（3 月）ご郵送。
②企画展は会員証提示で本人の入館無料。

特典 3

特典 1

特典 4

特典 2

特典 5
特典 6
特典 7

特典 8

■年 会 費：2,000 円
■会員期間：入会日から 1 年後の同月末日まで
■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。

●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）
●チケット受付：10：00 ～ 19：00（チケット購入・予約）
平成 31 年4 月 15 日発行 vol.83　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…5月 14（火）・21（火）

イベントCALENDAR5月
May

vol.83

山内三代子ピアノリサイタル

20195.16［木］

19:00 開演（18:30開場）
小金井 宮地楽器ホール 大ホール
全席自由　一般￥2,500 ／ 学生￥1,500

珠玉のモーツァルトとシューベルトの最後のソナタ［お話付き］珠玉のモーツァルトとシューベルトの最後のソナタ［お話付き］

お馴染みのモーツァルトピアノソナタ「トルコ行進曲付き」と幻想曲 ニ短調、
２曲のロンド、シューベルトの最後のソナタ D.960 を曲目の解説を交えて
演奏致します。

【チケット取扱い】小金井 宮地楽器ホール 2 階事務室（窓口販売のみ・予約不可）【問合せ】☎ 080- 9987-7010（山内）

広告

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
ショパン：ワルツ Op.64 No.1「子犬のワルツ」
　　　　　ワルツ Op.69 No.2　　

小金井 宮地楽器ホール 小ホール会 場

大滝事務所 ☎ 090-1852-7879チケット・お問合せ

【全席自由】1,000 円 　（当日会場にて）価 格

プログ
ラム

2019 年5月10日（金）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.8小金井 ブランチタイム・コンサート vol.8

ピアノの巨匠アリシア・デ・ラローチャの最晩年の高弟。

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。

当館の取り組みや、小金井の街情報、文化にまつわる
豆知識などをつぶやいています。出演アーティストの舞台裏写真も！
ぜひ“フォロー”してください。

ツイッター投稿中！

［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

twitter URL


