


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。

イベントレポートを続々掲載中！
ホールを飛び出し、学校や施設で行った、
まちかどコンサートの様子も掲載しています。

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。
［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

スタッフブログ＆ツイッター 投稿中！

twitter URL

曜　日 会場 催　事　名 時　間 入場料など お問合せ先

18(水)
～24(火) G ざっく展 －アートな仲間たち－

10：00～19：00
初日 14：00～
最終日 ～17：00

無料
アトリエざっく［米倉］

�T 042-528-5568
�E pdog@sepia.ocn.ne.jp
�H http://zack39.jp

19(木) S 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

20(金) D
川越厚医師講演会
「いかに生き、いかに死を迎えるか
－日野原重明医師の
　　　最後の珠玉の言葉－」

18：30 開場
19：00 開演

全席自由
500円

川越厚氏講演会を開く会［濱］
�T 042-383-8977

20(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

20(金) S 木の音･風の舞
～三味線と踊りと～

17：30 開場
18：00 開演

全席自由
無料

［若狭］
�T 042-384-6778

21(土) D 第22回 宮地楽器音楽教室 発表会
サウンドパーティー

①12：50 開場
　 13：10 開演
②17：20 開場 
 　17：40 開演

全席自由
無料

宮地楽器［小池］
�T 03-3348-1122

21(土) S 大人の体力測定会 10：00～11：30
前売1,500円
当日2,000円
要事前申込

Mimi Style 
大人の体力向上委員会［金井］
�T 06-6624-5556
�E bikyaku@mimi-style.com

21(土) S
早稲田大学 小金井稲門会
創立60周年記念式典、
講演会、懇親会

15：45 開場
16：15 開演

全席自由
会費制
関係者のみ入場可

早稲田大学 小金井稲門会
［藤井］

�T 042-383-7521

22(日) D
クレセント･フィルハーモニー
管弦楽団
第35回 演奏会

13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

クレセント･フィルハーモニー
管弦楽団 広報
�T 090-4662-7053
�E crephil9@gmail.com
�H http://crephil.moo.jp

22(日) S パブリート
第77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
�T 042-383-3277

23(月･祝) D
EXCITING STAGE
サーカス コンサート
～We Love Harmony！～
40周年この先へ　　　  ÅNÅAÅM

14：30 開場
15：00 開演

一般4,000円
こがねいメンバーズ

3,600円
U-25席2,000円

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

23(月･祝) 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

26(木)
～30(月) G

悦の会写真展
“それぞれの瞬間（トキ）”

10：00～18：00
初日 13：00～
最終日 ～15：00

無料 悦の会 会長［河西］
�T 042-582-1340

28(土) D
國學院大學久我山中学高等学校
創立75周年記念
女声合唱団 久我山フラウエンコール
Autumn Concert 2019

14：00 開場
14：30 開演

全席自由
1,000円

女声合唱団 久我山
フラウエンコール 団長［國武］

�E frauen.kugayama@
　 gmail.com

29(日) D ピアノ･ピアノ･ピアノ
～時代の流れに沿って～　　

  ÅM

15：30 開場
16：00 開演

全席自由
2,000円

えりかの会・グローリアの会
［種田］

�T 090-3912-2309
�E saya-pf@t.vodafone.ne.jp

30(月) S 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
�T 090-1852-7879

30(月) S
うたいつづけて65年！！
歌声喫茶ともしび in 小金井
ミニコンサートもあります

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
前売2,500円
当日2,800円

ともしび事務センター
�T 03-6907-3801
�F 03-6907-3812

30(月) S
かける×オーケストラ
室内楽シリーズ 第2回
ももぐみ　　　　　　　  　  ÅM

18：45 開場
19：15 開演

全席自由
一般3,000円
学生1,500円

かける×オーケストラ事務局
［白仁］

�T 080-5473-4827
�E kakeruorchestra@gmail.com
2019年 7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

8/28（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

1(日) D
30周年 相京利枝 
ソプラノリサイタル

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
4,000円

相京利枝後援会
�T 042-328-4010

2(月) D 法定研修会 13：00～16：30 一部指定
無料

（公社）全日本不動産協会
東京都本部多摩中央支部
�T 042-316-7822

2(月) S

友の会「こがねいメンバーズ」
会員限定イベント
オペラを支える仕事人
～コレペティトール編～   ÅNÅAÅM

13：45 開場
14：00 開演

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

�T 042-380-8099

2(月)
～8（日）G 梅雨、氷

10：00～17：00
初日 13：00～
最終日 ～15：00

無料 ［髙橋］
�T 042-381-6708

5(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］

5(木) 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

6(金) D
第6回 典雅きもの甲子園
西東京地区予選会 12：00～16：00 無料要事前申込

典雅きもの学院 本部
�T 0120-070-381
�E info@tenga.jp

6(金) 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

7(土) D
秋の全国交通安全運動
市民のつどい

13：00 開場
14：00 開演

全席自由
無料

小金井市役所交通対策課［益子］
�T 042-387-9850
小金井警察署交通総務係［齋藤］
�T 042-381-0110

7(土) 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

8(日) D
リンデピアノ教室 第8回 発表会
～幸せのありか～

13：10 開場
13：30 開演

全席自由
無料

リンデピアノ教室［小川］
�T 080-5877-7021
�H https://k-linde.jp

8(日) S 第20回 音楽会 13：00 開場
13：30 開演

全席自由
無料

［大友］
�T 042-386-0793

9(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

11(水) 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

11(水)～
16(月･祝) G「望煙」 福田伸吉 写真展

10：00～18：00
初日 13：00～
最終日 ～16：00

無料 ［福田］
�T 042-381-6135

14(土) D
こがねい落語特選
納涼 威風堂々 ～個の極み～

  ÅNÅAÅM

12：30 開場
13：00 開演 完売御礼

小金井 宮地楽器ホール
チケットデスク

�T 042-380-8099

15(日) D アンサンブル･グリューネ
第32回 演奏会

13：30 開場
14：00 開演

全席自由
1,000円

アンサンブル･グリューネ事務局
�E concert32@
　 ensemble-grune.org

16(月･祝) D はばたけ未来へ
①11：45 開場
　 12：00 開演
②15：45 開場
　 16：00 開演

全席自由
一般前売 

1,100円
一般当日 

1,400円
教室会員前売

�600円
教室会員当日

�800円

宮地楽器 教室企画管理課
�T 042-383-5551

16(月･祝) 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

●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）
令和元年8月15日発行 vol.87　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

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

※ 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…9月10日（火）・17日（火）

イベントCALENDAR9月
September

vol.87

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。

大滝 俊大滝 俊大滝 俊大滝 俊大滝 俊大滝 俊 ピ ピ ピ ピ ピ ピ大滝 俊 ピ大滝 俊大滝 俊大滝 俊 ピ大滝 俊 ピ大滝 俊 ピ大滝 俊大滝 俊大滝 俊 ピ大滝 俊大滝 俊 ピ大滝 俊大滝 俊大滝 俊 ピ大滝 俊 ピ大滝 俊 ピ大滝 俊大滝 俊大滝 俊 ピ大滝 俊 アアアアアアノノノノノノアノアアアノアノアノアアアノアアノアアアノアノアノアアアノア ･･････ソソソソソソロロロロロロココココココンサンサンサンサンサンサーーーーーートトトトトトトトト大滝 俊 ピアノ･ソロコンサート大滝 俊 ピアノ･ソロコンサート
ベートーヴェン：ピアノソナタ 第 23 番「熱情」
シマノフスキ：マズルカ

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9月30日（月）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.10小金井 ブランチタイム･コンサート vol.10

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

スタッフブログURL
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