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※ 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

イベントレポート 当館ホームページ「スタッフブログ」に全文掲載中！

知って楽しむ世界の音楽 
幻の古楽器『バリトン』

　　　　友の会「こがねいメンバーズ」会員限定イベント

　　　　　6/4（火）に、今年度1回目の友の会「こがねいメンバーズ」会員
限定イベントを開催しました。
世界に100台ほどしかないという幻の楽器“バリトン”が小金井に登場。オー
ストリアのエステルハージー･アンサンブルによる、バリトンの構造と歴史につ
いてのレクチャーと、ミニコンサートをお届けしました。

バリトンは、ヴィオラ･ダ ･ガンバと同じように張られた6～7本の弦のうしろ
側に、9～27本もの共鳴弦が張られているのが特徴で、表の弦を弓で弾くと、
うしろ側の弦が共鳴し、豊かな音色が生まれます。さらに、ネックの裏側は空洞
になっていて、共鳴弦を左手の親指でハープのように爪弾いて演奏します。
コンサートでは、ハイドンの曲を中心に、その珍しい音色と、当時のサロンコン
サートの雰囲気を味わいました。

休憩時間には出演者のご好意で、バリトンを間近で見たり、触れたり、撮影した
りできる機会を設けていただき、多くのお客さまがバリトンを囲んで盛り上がり
ました。

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！

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、コンビニ引き取り手数料無料
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会員本人のみ入館無料。
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■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）
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https：//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 https：//koganei-civic-center.jp

☎042-380-8099 受付時間：10：00～19：00

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（11/24『ドン・
ジョバンニ』は1人 4枚、10/25『茂木大輔音楽講座』は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。
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曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

17(土) S 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 ]

�T 042-388-4831

17(土) S 87R 同窓会コンサート vol.2 18：30 開場
19：00 開演

全席自由
無料

87R 同窓会コンサート［篠崎］
�T 090-3355-4987

17(土)～
19(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.5
（18日10：30～15：00は工作会 2019）

10：00～21：00
最終日～17：00

無料
工作会は
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

�T 080-5485-7226
E k.t.kyoko.3131311117@
　 ezweb.ne.jp

18(日) S
むじくるのぜろクラ！
～0歳からクラシック～
「音楽とふれあおう」　　　　　 

10：30 開場
10：30 開演

全席自由
親子ペア 1,800円
こども追加 500円
大人・大人追加

1,500円

むじくる（立花音楽企画）
�T 070-1737-0284
�E t.ongakukikaku@gmail.com

18(日) S マリエッタダンスパーティー 13：20 開場
13：20 開演 600円 マリエッタ

�T 042-336-5649

19(月) D 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 ]
�T 080-1056-0686

19(月) S 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

（公財）東京しごと財団
東京しごとセンター多摩［久保田］
�T 042-329-4524
�H https://www.
　 tokyoshigoto.jp/tama

21(水) S
誰でも気軽にコンサート1
ソプラノとピアノデュオによる
夏の午後

14：15 開場
14：30 開演

全席自由
大人2,000円
小人1,000円

M･A･S 
誰でも気軽にコンサート事務局
�T 080-5482-6625
�E VentRose2009@gmail.com

22(木) D 第1回 マールイ バレエ コンサート 16：30 開場
17：00 開演

全席自由
無料

Apor Ballet Classical 
アポールバレエクラシカル

�T 090-9826-6568
�E volkhovskyi@gmail.com

23(金) S
YoYo the “Pianoman”
Debut Album『O.G Swing』
リリース記念ライブツアー
～追加SP小金井公演～　　　 

18：00 開場
18：30 開演

全席自由
前売4,500円
当日5,000円

JAM'S KEY PRODUCTION
YoYo the “Pianoman”公式HP
�H https://soff et.info

24(土) S 夏休み木工チャレンジ 2019 
表彰式 15：00～16：30 全席自由

無料
タカキホーム［飯田］

�T 042-387-5555
�E natsuyasumi@takakigroup.net

25(日) S
0歳からのコンサート
～いっしょに歌って踊ってたのしもう～ 
Act5

①10：30 開場
　 11：00 開演
②13：30 開場
　14：00 開演

全席自由
大人1,000円
子ども（2歳～
小学生）500円
2歳未満膝上無料

オフィス･フォルテピアノ（谷）
�T 03-3771-7473
�E web@tiny-sun.com

27(火) S
主催公演
親子のためのシリーズ
『めにみえない みみにしたい』 

 ÅN ÅA ÅM

①11：10 開場
　11：30 開演
②14：40 開場
　15：00 開演

全席自由
大人2,000円
子ども（4歳～
中学生）1,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

27(火) D 2019 子ども参加ミュージカル
「瓶ヶ森の河童」

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
大人3,500円
中学生以下

1,500円

ミュージカルカンパニー
ふるきゃら
�H https://www.furucara.
　 com/ticket.html

28（水）～
9/1（日）G 第69回 旧三商大写真展 東京展

10：00～18：00
初日15：00～
最終日～15：00

無料
一橋大学・津田塾大学 写真部
［塩崎］

�E hitphoto1@gmail.com

29(木) S ジャグリングパフォーマンス
①12：30 開場
　 13：00 開演
②16：30 開場
　 17：00 開演

全席自由
無料

［佐藤］
�E Xenon.violet@gmail.com

30(金) S
東京藝術大学を卒業したての
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”

13：30 開場
14：00 開演 無料 コンチェルト･フィオレンテ

�E fi orente@jcom.home.ne.jp

31(土) D 小金井女声合唱団 50周年記念
第23回 演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
1,000円

小金井女声合唱団［松田］
�T 042-380-5573

31(土) S コンサート･ミモザ 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

カンタンテリリカ
�T 070-4557-9339
�E info@cantantelirica.com
2019年 6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。

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

3(土) D
共同主催
音楽鑑賞のつどい
モーツァルトの世界『魔笛』 　　

13：00 開場
14：00 開演

全席自由
大人1,000円
子ども500円

公民館緑分館
�T 042-387-7301

3(土) S Summer Concert 2019 10：20 開場
10：30 開演

全席自由
無料

Sorella
�E sorellapf@gmail.com
�H http://sorellapf.web.fc2.com

3(土) S 「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］
�T 080-5020-5293

3(土) S

オペラ集団 I CANTORI 
サロンシリーズ vol.25
ヨハン･シュトラウス2世作曲
オペレッタ「こうもり」ハイラト
（日本語訳詞上演） 　　　　　 

19：00 開場
19：30 開演

全席自由
2,800円

I CANTORI チケット担当者
�T 080-5973-2077
�E i.cantori.ticket@gmail.com

4(日) S
角田音楽教室
第37回 ピアノ発表会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

角田音楽教室
�T 042-383-3277

4(日) G 献血
受付時間
10：00～11：30
13：00～16：00

無料

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

6(火) S 公開医療講座 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

武蔵野徳洲会病院 総務課［小原］
�T 042-465-0700
�E kouhou@musatoku.jp

7(水) S 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 ]

�T 042-381-3863

8(木) S 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
�T 03-6304-0161［本部］
�T 042-385-7426［大森］

8(木) S 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］
�T 090-4203-2450
E thinkandgrowrich07@
　 ezweb.ne.jp

9(金) S 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

合唱団支援事務局
�T 03-6304-0161

9(金) S アフタヌーン コンサート vol.4  14：30 開場
15：00 開演

全席自由
前売1,000円
当日 1,500円

I CANTORI 
�T 080-5271-6196
�E studiocantiamo@gmail.com

10(土) D 東京農工大学 吹奏楽団
第7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
�H https://tuatwo.sakura.ne.jp

10(土) S オペラ ガラ コンサート　　　 13：30 開場
14：00 開演

全席自由
2,800円

I CANTORI 
�T 080-5271-6196
�E studiocantiamo@gmail.com

11(日) D 東京農工大学グリークラブ
第39回 定期演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

東京農工大学グリークラブ
�E nokoglee@gmail.com
�H http://nokojo.web.fc2.com
 @tuat_gleeclub

11(日) S Ensemble Castor
第 6回 演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
無料

Ensemble Castor［横沢・山崎］
�E ensemblecastor.
　 shared@gmail.com

12(月･祝) S 共催
Let's 能～能楽入門講座～　

AM

14：00～16：00
全席自由

無料
要事前申込

小金井薪能実行委員会［佐藤］
T 090-2141-6994
【参加申込み】
小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク
T 042-380-8099

14(水) S シャインダンスパーティー 13：15 開場
13：20 開演 700円 シャインダンス［吉原］

�T 090-2940-2430

15(木) S 第3回 技術認定講習会
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］
�T 042-384-1911

16(金) D 銀の猫 室内合奏団
第2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
［寺門］

�E ginnekobrass@gmail.com

16(金) S 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

合唱団支援事務局
�T 03-6304-0161

17(土) D 第n＋3回 定期演奏会 15：30 開場
16：30 開演

全席自由
500円

N会（にっとかい） 代表［中田］
�E nittokai.mandolin@gmail.com
�H http://nittokai.web.fc2.com




